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26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）
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48番 野 辺 修 光 （ 同 ）
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51番 米 良 政 美 （ 同 ）
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◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 社会民主党

宮崎県議団を代表して代表質問させていただき

ます。きょうは国公立２次試験前期日程であり

ます。受験生の皆さんの御健闘を期待したいと

思います。前回の質問の折、冒頭、私は熊襲の

話をしました。米良議員から不規則発言が飛び

出しまして、社会民主党はいつ変えたんだと言

われましたので、きょうは社民党らしい話題を

提供して始めたいと思います。

春闘の時期になりました。大変厳しい景気・

雇用、最悪の状況の中にあります。2009年の貿

易統計で、中国の輸出額がドイツを抜いて世界

一となったそうです。ＧＤＰも本年には日本を

抜いて世界２位となる勢いであります。ある経

済評論家が、中国の繊維工場で聞いた話。一番

いいのはアメリカに、中ぐらいのは中国国内

に、一番安いのは日本に輸出すると、そういう

話なんだそうであります。国内は低価格競争、

安いものしか売れません。ユニクロのひとり勝

ちという状況にあります。国内自動車メーカー

が80万円前後の低燃費の小型普通車を来年発売

するという報道もありました。昨年４月から12

月期までの実質ＧＤＰが３・四半期連続でプラ

ス成長、これはアメリカ・中国向けの輸出が好

調で、国内ではエコポイントが個人消費を押し

上げたという分析になっています。とはいえ、

デフレは長引き、雇用・所得とも低迷をしてい

ます。不況とは、簡単に言えば、物が売れない

状況を言います。幾ら企業が投資をして物をつ

くっても、商品が売れない。安くないと売れな

い。不況とは、国内消費の不足と言えます。

配付資料を見ていただきたいと思います。総

務省、国税庁の資料であります。裏のほうで

す。一番上が消費者物価です。じりじりと下が

り続けております。同時に、物価の下落率をは

るかに上回る割合で、民間企業労働者の平均年

収が下がっています。勤労世帯の消費支出も減

り続けています。賃金が下がれば物を買わな

い、安いものしか買わない。先行き不安が募る

ほど買い控えに拍車がかかる。安くないと売れ

ないので、企業は必死でリストラを行い、賃金

を下げる、人件費を削減され、労働者の所得が

減る。当然、消費の削減につながっていく。悪

循環であります。物価下落と同時に、らせん状

に経済が下降、悪化していく状態、この現象が

デフレ・スパイラルと呼ばれています。

昨年の平均完全失業率は対前年比1.1ポイント

上昇し5.1％、同じく有効求人倍率0.41ポイント

低下して0.47倍と過去最低であります。現金給

与総額は３年連続で減少、今春闘でも経営側の

姿勢はベースアップなしと、かたい態度であり

ます。特に本県の県民所得は低い位置にありま

す。内閣府が先ごろ発表しました2007年度の県

民経済計算によりますと、都道府県１人当たり

の所得額―県民所得に当たりますが―全国

平均は、首位の東京から最下位の沖縄までの地

域間格差の大きさを示す数値はわずかに低下し

ましたが、開きは依然として大きい状況にあり

ます。１位は東京454万円、２位愛知358万円、

静岡338万円と続きます。一方、最下位は沖

縄204万円、２位高知211万円、宮崎215万円の順
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で低い状況にあります。１位東京の半分以下が

宮崎の所得であります。雇用の安定と賃上げこ

そが景気回復の道です。デフレ脱却には個人消

費の拡大が不可欠であります。ぜひ経営側に賃

金アップの決断をお願いしたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねを

してまいりたいと思います。

知事、最後の１年となります。起承転結の

「結」、昨年はまさに「転」の年でありまし

た。早稲田大学マニフェスト研究所長の北川教

授は、知事マニフェスト３年目の進捗状況の評

価について、次のように述べておられます。

「２年目の評価よりも下がったのは、つくり方

やマネジメントに無理があったため反省すべ

き。知事が自民党総裁選に色気を見せて昨夏の

衆議院選に出馬しようとして、職員の気が緩ん

だのも理由ではないか。県民から公約違反だと

反発を受けるのは当然だ」と、手厳しい評価を

されています。先輩からの愛のむちだと理解を

します。しかし、気が緩んだのは職員ではな

く、知事本人ではないかという声もありまし

た。知事、１期目の仕上げの年となりますが、

決意のほどをお聞かせください。

新年度予算編成の基本的姿勢について伺いま

す。本定例会開会冒頭の知事の提案理由説明で

は、各産業分野における雇用・就業支援対策や

新たな事業の創出に向け、果敢に取り組んでい

きたいと述べておられます。具体的には、「財

政改革の着実な実行」「重点施策の推進」及び

「役割分担等を踏まえた施策の構築・県民総力

戦による実行」の３つの柱を基本方針として編

成を行い、拡大傾向にある収支不足の積極的な

圧縮を図り、基金の取り崩しに頼らない持続性

のある財政構造へ転換していくことが喫緊の課

題であり、行財政改革大綱2007に掲げた財政改

革プログラムの着実な実行を図ることを最重要

事項として取り組むというふうにおっしゃって

おります。

本県が抱える課題の解決に向け、平成22年度

重点施策に掲げております緊急的な課題への対

応として、「雇用の確保と就業支援」「地域医

療の再生」及び「中山間地域の活性化」の３項

目、将来的な課題への対応として、「新たな産

業の展開」「子育て支援と人材の育成」「低炭

素社会の実現」の３項目、計６つの項目に重点

的に措置することとする旨の説明がありまし

た。行財政改革大綱2007の実行により、財政課

所管４基金残額が予想より目減りを100億円維持

できたことは評価ができます。一方、行財政改

革大綱2007などにより、投資的経費の大幅な減

少により雇用の減も生じています。デフレ・ス

パイラルの一翼を担っている部分もあると思い

ます。この功罪についてはどうお考えでしょう

か。

不況で税収が落ち込む中、多くの都道府県が

臨時財政対策債（赤字地方債）の増発などで財

源を賄い、経済対策関連経費を積極的に計上し

ています。31府県が前年度を上回るプラス予算

となったと報じられています。本県の新年度予

算も、対前年度比2.6％増の積極予算となってい

ます。22年度地方財政対策3.6兆円の増額による

ところが多いと考えますが、いかがでしょう

か。

次に、民放３局目の取り組みについてお伺い

いたします。冬季オリンピックが開催され、テ

レビはオリンピック一色であります。ＮＨＫと

民放２局しかないケーブルテレビのない家庭

は、いやが応でもテレビをつけるとオリンピッ

ク番組であります。東アジアサッカー選手権日

本対韓国戦、オリンピックのあおりで宮崎では
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放映がありませんでした。民放３局目の取り組

みについて知事に伺います。

あわせて、県内の地デジ対策はどのような状

況なのか、来年７月までに対応が完了するの

か、進捗状況を担当部長にお尋ねいたします。

第15回宮崎国際音楽祭開催についてでありま

す。宮崎国際音楽祭が４月24日から開催されま

す。メーンとなる５つの演奏会、スペシャルプ

ログラム等の概要が発表されました。シャルル

・デュトア指揮のフィラデルフィア管弦楽団の

チケットは、ＳＳ席16,000円は即日完売するな

ど売れ行きも好調のようであります。今回、15

回目の節目となります。また、聞くところによ

ると、指揮者のシャルル・デュトア氏の出番も

ことし限りだとのことであります。今回の国際

音楽祭は、そういう意味では、これまでの15年

間の実績をどう評価し、また来年以降の開催の

あり方をどうするのか問われていると思いま

す。

私は、これまでの国際音楽祭を高く評価して

います。全米５大オーケストラの一つ、という

よりも、近年では世界有数の名門オーケストラ

として人気と実力を誇るフィラデルフィア管弦

楽団がなぜこんな地方で公演をしてもらえるの

か。アイザック・スターン、シャルル・デュト

アという大物が宮崎の音楽祭の企画・運営まで

かかわってもらえるのか。世界一流の演奏を宮

崎でも聞ける機会がある。本当に恵まれていま

す。毎年この音楽祭に合わせて、東京からツア

ーも組まれております。宮崎国際音楽祭は、本

県の文化向上に大きく貢献したと確信をしてい

ます。経済的には苦しい環境の中ではあります

が、公演協賛や特別協賛など、収入確保など自

己努力もなされています。今後とも、内外に誇

るべき質を維持し、国際音楽祭を存続していた

だきたいと考えています。第15回宮崎国際音楽

祭開催に課せられた課題、及び次回以降の開催

のあり方について見解をお伺いいたします。

平成の大合併についてであります。平成11年

以来、全国的に市町村合併が推進され、3,232市

町村から1,730市町村まで約半分に減少しまし

た。本県でも、宮崎市と清武町、小林市と野尻

町の合併が間近に迫りました。これで県内は９

市28町７村から９市14町３村、44市町村から26

市町村になります。ことし３月で合併特例法も

期限を迎え、市町村課市町村合併支援室も解散

されると聞いています。合併後の評価は、行財

政の効率化やハード事業が進んだと、推進した

当事者である行政を中心に合併効果を上げてお

られますが、周辺部の衰退や地域力の低下、行

政との距離感、疎外感なども指摘されていま

す。平成の大合併についてどのように総括され

るのか、知事にお伺いをいたします。

次に、陸・海・空交通ネットワークの整備に

ついてであります。

まず陸、都城志布志道路についてお尋ねいた

します。本格的な自動車専用道路を走る機会が

ありました。国道25号大阪―三重県四日市間の

うち、自動車専用道路のところは名阪国道と呼

ばれ、三重県亀山市から奈良県天理市間のバイ

パス道路です。全線４車線で、一般国道ではあ

るが、高速道路並みの速度で走行する車両が多

く、日本一事故の多い国道であるとも言われて

いるようです。一般国道が高速道路のように整

備され、もちろん無料、うらやましい限りであ

ります。国の「経済財政改革の基本方針2008」

において、「中心市と周辺市町村が協定により

役割分担する「定住自立圏構想」の実現に向け

て、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活

に必要な機能を確保し人口の流出を食い止める
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方策を、各府省連携して講ずる」とされ、総務

省では、中心市と周辺市町村が１対１で締結す

る協定に基づき役割分担し、相互に連携する定

住自立圏構想を推進しておられます。その先行

実施団体として都城市が県境型として認定され

ています。広域救急医療体制の整備とそのため

の道路整備など県境を越える形で圏域を形成し

ており、曽於、志布志を含むエリアです。定住

自立圏構想を持ち出すまでもなく、都城志布志

道路は当圏域では重要な位置づけとなっており

ます。進捗状況・今後の見通しについてお尋ね

いたします。

次に、バスネットワーク網の存続について、

補助金、コミュニティバス等についてお尋ねい

たします。１月29日に総合交通課から、「宮崎

交通のバス路線廃止検討区間に係る対応方針に

ついて」と題して自宅にファクスが届きまし

た。中身は、検討の結果、４月１日から県内10

路線を廃止する内容となっていました。それぞ

れの廃止の理由は、「利用が少ないため」とな

っています。毎年県内の多くのバス路線が廃止

され、また路線が残っていても便数が極端に少

なくなってきています。このような事態に陥っ

た背景には、小泉政権が誕生した翌年、2002年

２月、道路運送法が改正され、それまで聖域と

されていた公共交通分野における規制緩和の始

まりがあります。この時期を境に、赤字路線の

欠損補助から路線運行・維持の方策として生活

交通路線の認定基準が設定され、基準をクリア

できない路線に対する国庫補助が打ち切られ、

地方バス路線の廃止に拍車がかかることになり

ました。このままでは、地方バス路線存続の危

機的状況はますます深まるばかりであります。

本県の観光の魅力度は全国トップレベルにラン

クされながら、バス・鉄道の利便性は極度に貧

弱であります。皮肉なことに、観光ルートとし

て有名な高千穂峡、日南海岸、えびの高原とい

った周辺のバス路線網は寸断状態になっていま

す。その背景には、認定基準、１日15人以上の

乗車人員などをクリアできない交通路線の相次

ぐ廃止があります。当面の対策として、認定基

準の緩和を強く求める必要があります。

総務省は、公共交通―この際バスですが

―をまちづくりの中核として重要な社会的共

有資本という位置づけを行い、福祉―人々の

幸せ―の視点を指し示しています。言うなれ

ば福祉バスということができます。県から国に

対する要望事項33ページに書いてありますが、

国県の交付金・補助金の増額・拡大が必要とい

う要望事項も入っております。これは国の事業

仕分けに対する要望事項の冊子ですけれども、

事業仕分けでは欠損額補助金は非常に重要だと

付言されてもおります。路線別収支状況は、い

ずれも赤字決算です。生活交通路線に限っての

欠損分に対する国県市町村補助額は３億2,000万

円、事業者負担欠損額２億9,400万円と、割合

は52対48となっています。高齢化は中山間地、

過疎地ほど進んでおります。本県の高齢者、ひ

とり暮らし世帯は10.6％、これは全国で第４位

であります。これ以上バス路線が廃止されるこ

とは大きな問題であります。欠損分の約５割を

事業者が負担して路線の存続運行を行っている

現状に対して、知事はどう考えるのかお尋ねい

たします。

以上、壇上での質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

４年目に向けてであります。私は、知事就任

に当たり、「新しい宮崎の創造」を掲げ、県民
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の皆様の幸せと宮崎の発展のために、県政改

革、宮崎のＰＲを初めさまざまな行政課題に全

力で取り組んでまいりました。しかしながら、

長期にわたる景気・雇用情勢の低迷によりまし

て、県民生活は大変厳しく、先行きが極めて不

透明な状況にあります。私は、このような中に

あっても、県民の皆様が夢と希望を持てるよう

に、ことしを任期の集大成の年として位置づ

け、県民の皆様とのお約束であるマニフェスト

の達成、そして経済・雇用対策を初め県政の重

要課題の解決に向け、一日一日を粉骨砕身、全

身全霊を傾けて県政運営に邁進してまいる覚悟

であります。県議会の皆様には、引き続き御理

解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

次に、平成22年度当初予算についてでありま

す。少子高齢・過疎化の進行や世界的な経済危

機の影響に加え、依然として厳しい財政状況な

ど、本県を取り巻く情勢は極めて厳しい状況が

続いているところであります。こうした状況を

踏まえ、平成22年度は、財政改革プログラムの

最終年度として、将来にわたって健全性が確保

される財政構造への転換に向けた取り組みを着

実に実行することを最重要課題としました。そ

の一方で、経済や雇用の回復など緊急的な課題

とともに、本格的な人口減少社会の到来など将

来的な課題に対応するため、雇用の確保と就業

支援を初めとする平成22年度重点施策や県が直

面する重要課題に対応する施策を積極的に展開

していくことといたしました。これらのことか

ら、平成22年度当初予算につきましては、財政

改革の着実な推進による徹底した財源の捻出に

努めながら、選択と集中の理念のもと、現下の

厳しい経済・雇用情勢への的確な対応を初め、

本県の発展のための重要性の高い施策や事業を

盛り込み、私の任期４年の仕上げの予算として

編成したところであります。

次に、財政調整のための基金等についてであ

ります。当初予算編成後の基金残高は286億円と

見込んでおりますが、景気後退等の影響を受

け、税収が大きく減少しており、また今後も公

債費や社会保障関係費などの増加が見込まれる

ため、予断を許さない状況にあることから、引

き続き財政改革の取り組みを着実に推進してい

く必要があるもの考えております。一方、当初

予算における投資的経費につきましては、国の

公共事業費の大幅削減などの影響は踏まえつつ

も、補助公共及び交付金事業について、本県の

ようにインフラ整備がおくれている自治体に対

しては重点的な配分がなされるよう、国に対し

強く要望していく必要があること等も勘案し

て、必要な事業費を確保するなど、投資的経費

全体では、前年度比0.8％の減にとどめたところ

であります。なお、経済・雇用対策全体といた

しましては、重点施策に掲げた「雇用の確保と

就業支援」に係る事業とあわせ、本県の厳しい

情勢に積極的に対応した予算として編成してい

るところであります。

次に、当初予算の規模についてであります。

平成22年度につきましては、地方にとって過去

最大の財源不足が見込まれたことから、地方財

政対策といたしまして、別枠での加算措置等の

ほか、国と地方の折半による補てん措置が講じ

られ、地方交付税の総額は、本年度より1.1兆円

の増、臨時財政対策債と合わせた実質的な地方

交付税は、本年度より3.6兆円の増とされたとこ

ろであります。本県におきましても、今回の地

方財政対策を踏まえますとともに、財政改革プ

ログラムに基づく着実な取り組みによって財源

を捻出することにより、平成22年度重点施策及
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び県政の直面する重要課題に対応する施策や事

業を盛り込んだ、本年度の規模を上回る当初予

算を編成することができたところであります。

次に、テレビ局第３局についてであります。

私は、マニフェストで、県民生活を豊かにする

情報量をふやしたいとの思いから、テレビ局の

増設、インターネット活用の方策の検討を取り

上げております。このうち、テレビ局の増設に

つきましては、初期投資だけでも100億円近い資

金が必要なことや、国の電波行政施策が新設抑

制に向いていることにあわせ、事業主体となる

民間企業が見当たらないことから、現時点では

厳しい状況であると認識しております。一方、

インターネットを活用した情報享受の取り組み

につきましては、インターネット回線高速化や

ケーブルテレビエリア拡大の支援を進めてまい

りました。その結果、ケーブルテレビ視聴可能

な世帯も県内の約７割となったほか、衛星放送

等が充実してきていることもあわせ、多チャン

ネルを視聴しやすい環境が整ってきていると考

えております。また、県民の皆様への情報提供

を推し進める観点から、県といたしましては、

インターネットを活用して、平成19年7月に観光

情報「観光ＴＶみやざき」の動画配信を開始

し、昨年11月に、ユーチューブを活用した県庁

広報として、「動画ニュースみやざき」を立ち

上げたところであります。

次に、音楽祭の課題等についてであります。

音楽祭については、これまでもいろいろな御意

見をいただいておりましたが、昨年４月に「宮

崎国際音楽祭を考える懇談会」を設置し、これ

までの音楽祭を総括するとともに、今後の方向

性について幅広く県民の皆様の意見を伺ってま

いりました。その中で、音楽祭は本県のイメー

ジアップや県民の誇りの醸成に寄与しており、

本県の文化的財産として継続して実施すべきで

あるとの意見をいただくとともに、課題として

「県民参加」を盛り込むべきではないかなどの

意見もいただいたところであります。このた

め、県としましては、質の高い演奏の鑑賞機会

である音楽祭を、今後、引き続き開催すること

とし、その中で県民参加や県内若手演奏家の育

成などの視点によるプログラムを充実させなが

ら、より県民に幅広く愛される音楽祭を目指し

てまいりたいと考えております。

続きまして、市町村合併の総括についてであ

ります。平成11年以来進められてきましたいわ

ゆる平成の大合併によりまして、全国の市町村

数が半減する中、本県におきましても、合併に

向けたさまざまな取り組みがなされた結果、市

町村数が44からこの３月末には26になる予定で

あり、合併は相当程度進んだものと認識してお

ります。合併に対しましては、社会生活基盤の

整備や行財政の効率化などが効果ととらえられ

る一方で、「周辺部が寂れるのではないか」

「住民の声が届きにくくなるのではないか」

「成果が出るのはまだ先」など、さまざまな御

意見があるところであります。申し上げるまで

もなく、合併はゴールではなく、新たなスター

トでありますので、合併団体におかれまして

は、合併の効果を最大限に発揮していただくた

め、今後とも合併してよかったと思われるまち

づくりを積極的に進めていただきたいと考えて

おります。また、行財政基盤を強化する手法の

一つとして、市町村合併は今後もなお有効であ

りますので、未合併団体におきましても、合併

を含めた今後のあり方について、引き続き自主

的・主体的な検討をお願いしたいと考えており

ます。

次に、都城志布志道路についてであります。
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都城志布志道路は、都城インターチェンジと志

布志港を直結し、物流の効率化に寄与すること

はもとより、都城定住自立圏構想を実現するた

めの重要な幹線道路であると認識しており、県

としましては、これまでも、国及び鹿児島県と

一体となって整備を進めてきたところでありま

す。しかしながら、この２月に国土交通省から

示された平成22年度予算、いわゆる仮配分によ

りますと、国が整備している国道10号都城道路

については、平成21年度当初予算から大きく減

少しており、今後の整備がおくれるのではない

かと懸念しております。このため、県としまし

ては、政府を初め関係機関に対し、鹿児島県や

沿線自治体及び民間団体とも連携しながら、国

道10号都城道路の整備促進を働きかけますとと

もに、県施工区間につきましても、積極的に取

り組んでまいりたいと存じます。

続きまして、バス欠損額についてでありま

す。モータリゼーションの進行などにより、平

成20年度の県内の乗り合いバスの利用者数は、

ピーク時の昭和44年度の14％程度となるなど、

バス事業者を取り巻く経営環境は厳しいものと

なっております。このような中、宮崎交通にお

かれましては、公共交通事業者として、県内の

バスネットワークを支えていただいているとこ

ろであります。県としましては、広域的・幹線

的な生活交通路線に対し、国と協調して補助を

行っておりますが、利用者の減少もあり、その

収支状況はなかなか厳しいものがあると認識し

ております。このようなことから、バス事業者

や市町村と連携して、より一層、利用促進に努

めるとともに、将来にわたって生活交通路線の

維持・確保が図られるよう、国に対しまして、

補助単価の引き上げなど、地域の実情に応じた

補助制度への改善や財源の確保について、機会

あるごとに粘り強く働きかけてまいりたいと思

っております。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地上デジタル放送についてであります。本県

では、平成21年３月時点で、93.8％の世帯が視

聴可能エリアとなっております。このような状

況の中で、総務省宮崎県テレビ受信者支援セン

ター、いわゆる「デジサポ宮崎」による説明会

や現地調査が県内各地で行われており、経済弱

者へのチューナー無償配布も開始されておりま

す。また、本年度は、椎葉村を初め諸塚村、日

之影町など、電波の受信が厳しい市町村におき

まして、国の助成制度を活用したケーブルテレ

ビ網の整備などに積極的に取り組まれていると

ころであります。しかしながら、アナログ放送

が受信できていた世帯が、デジタル放送は受信

できなくなるという、新たな難視の問題や、共

聴施設の改修などの課題も残っているところで

あります。このため、県におきましては、平

成22年度に県独自の相談窓口を設置いたしまし

て、県民や市町村からの相談に的確に対応する

こととしているところであり、市町村とか国、

放送事業者等との連携をさらに強化しながら、

地上デジタル放送への円滑な移行に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○満行潤一議員 知事には丁寧にお答えいただ

きまして、ありがとうございました。新年度予

算、本当に御苦労いただいて編成されたんだろ

うと思います。また、めり張りという部分でい

くと、それなりに評価ができる、本当に喫緊の

課題に的確に対応できているという部分も見受

けられます。それについては評価をしたいと思

います。細かいことについて、今からお尋ねを
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していきたいと思うのですけれども、限られた

予算でどうやって県民の課題を解決していくの

か、本当に大変な御苦労だろうとは思います

が、よろしくお願い申し上げたいと思います。

先ほどの続きの陸・海・空の次は、コミュニ

ティバスのことを質問させていただきたいと思

います。コミュニティバス、かなり市町村で行

われております。しかし、このコミュニティバ

スもいろんな問題がありまして、新たなガイド

ラインが、国から運行する市町村に示されてい

ます。これまでのコスト重視の業者選定ではだ

めだと。安全性確保を優先し、また既存の路線

バスの連携強化を求めています。コミュニティ

バス新ガイドラインの周知のための説明会を対

象市町村に行ったのか、担当部長にお尋ねいた

します。

○県民政策部長（高山幹男君） ガイドライン

について市町村への説明会を行ったかというこ

とでありますけれども、このコミュニティバス

を運行するに当たってのガイドライン、これは

コミュニティバスを運行する際に、道路運送法

に基づく国の登録あるいは許可が必要となって

まいりまして、そういったこれまでの国の指導

をより徹底するために、昨年の12月にガイドラ

インが国から示されたということであります。

直接、国からの周知・指導というのが行われる

わけでございますが、国からの依頼もございま

して、県からは、一応文書のほうで各市町村に

はお願いをしたところでございます。そういっ

た形で、これからも国と協力しながら、その内

容を踏まえた助言を行うなど、円滑な導入とか

運営を支援してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 この文書というのが都道府県

に来ているんですけれども、中身は、ぜひ市町

村に周知してほしいという異例の中身になって

おるようで、国の思いというのをしっかり市町

村に伝えるためにも、文書の配布だけではなく

て、ぜひこの説明会を、県が集めていただい

て、国の方針というのを示してほしいなと思っ

ております。

もう一つ、バスネットワークの研究会という

のを国はつくったようなんですが、本県でもつ

くるべきじゃないのかなと考えますが、部長、

いかがでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 県内のバスネ

ットワークを維持・確保することは大変重要で

あるということは、私どもも認識しておりま

す。このために、県のバス対策協議会とかその

地域の分科会、そういった機会を通して、これ

までもバス事業者とか国、市町村と意見交換を

行っているところでございまして、引き続きこ

のような場を活用しながら、関係の方々と連携

して、バスネットワークの維持・確保に取り組

んでまいりたいと思っております。

○満行潤一議員 ぜひ有機的な交通網の確立と

いうのを望みたいわけです。コミュニティバス

というのは、市町村内でしか動きませんので、

隣の町、隣の市に移動というのは、生活路線バ

スに頼るしかない。バス事業者、そしてコミュ

ニティバスの市町村がうまく連携できるよう

に、ぜひ今後とも御努力いただきたいなと思っ

ております。

九州新幹線の問題につきましてお尋ねしたい

と思います。来年３月の九州新幹線全線開通を

控えて、ＪＲ鹿児島中央駅、駅ビルもリニュー

アルオープンをしたということであります。観

光議連と業界団体との意見交換の中でも、九州

新幹線全線開通の効果の本県への波及を図る具

体策を早急に示すべきだという意見もありまし

た。九州新幹線全線開通対策について、部長の
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見解をお尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 九州新幹線の

鹿児島ルートが全線開通する効果、これをいか

に宮崎県のほうに波及させていくかということ

が非常に大事というふうに認識しております。

そのためには、鹿児島と宮崎との間のアクセス

の利便性でありますとか、快適性の向上を図る

ことが大変重要であるというふうに思っており

ます。こういったことから、県におきまして

は、ＪＲ九州に対しまして、全線開通に伴う特

急車両の再編について、型式が古くなって利用

者から不満の声が高い現行の特急車両にかえ

て、リレーつばめ車両を日豊線に優先的に配置

していただきたいと。さらには、現在、２時間

に１便で、所要時間も２時間以上である宮崎―

鹿児島中央間の特急列車の増便とか時間短縮に

つきましても要望しているところであります。

これからも、観光部局とか沿線自治体と連携し

たさまざまな取り組みを通じまして、新幹線開

通の効果が本県に波及するよう努力してまいり

たいと思っております。

○満行潤一議員 九州新幹線全線開通後は、お

っしゃるように、関西、中国地方から多くの観

光客が見込まれます。大阪から４時間で鹿児島

に行く。その鹿児島に来た人たちをどうやって

宮崎に誘導するか、それがかぎなんだろうと思

います。観光特急「海幸山幸」も非常に好評と

いうことで、既存の観光資源も活用した新幹線

対策、これは非常に必要だろうと思いますが、

本県は昨年７月に新幹線誘客対策協議会を設け

ておられる。しかし、報道で見ましたが、本県

の新幹線対策費2,000万円、鹿児島県30億円とな

っております。「リレーつばめ」、来てもらう

のはありがたいんです。しかし、時間は一緒な

んですよね。この時間短縮というのは非常に大

事な課題であります。ぜひ今後とも働きかけを

いただきたいなと思っています。きのうも出て

いました新幹線停車駅であります熊本、八代、

鹿児島中央駅と県内の観光地をつなぐバスルー

トとかレンタカーの実証実験を行われるという

ことですから、非常に期待をしております。よ

ろしくお願いをしたいと思います。

次に、陸・海・空の「海」についてでありま

す。観光議連と関係団体との意見交換の折、宮

崎カーフェリーの方から、「ぜひ乗ってみてく

ださい」と勧められまして、カーフェリーに久

しぶりに乗ってみました。波も穏やかで快適な

旅でした。３月いっぱいは限定7,000台、乗用車

は半額、サウナつきの大浴場でリラックスもで

き、これはいいなと乗ってみて実感をしまし

た。この高速道路1,000円対策事業である「内航

フェリー運航緊急対策支援事業」は大変好評の

ようです。私が乗ったときも、たくさん利用さ

れておりました。この事業、来年度以降の対策

はどうなっているのか、部長にお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 御質問にござ

いました内航フェリー運航緊急対策支援事業、

これは文字どおり緊急対策として土日の高

速1,000円に対応するために事業化したものでご

ざいまして、この事業を来年度継続する予定は

ございません。ただ、この事業によりまして、

カーフェリーの乗用車利用台数の増加が見られ

るとともに、運賃割引等の特典がある会員カー

ドの会員数も大幅に増加しておりまして、今後

の利用促進にはつながったのではないかという

ふうに思っております。

○満行潤一議員 来年度以降ないということ

で、寂しい限りなんですけれども、なかなか厳

しい状況にあります。光と影という部分でいく
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と、陸は高速道路無料とか1,000円とか2,000円

とかになると、やっぱり困るということだろう

と思いますので、ぜひカーフェリーのほうもお

願いしたいと思っております。

関連して、知事にお伺いしたいんですが、高

速道路無料化の是非が問われています。申し上

げたように、路線バスとかフェリーとか、業種

によっては経営に大きな影響を及ぼす交通産業

もあります。1,000億円の予算で実験をするとい

う計画が進んでいますが、知事は、高速道路無

料化議論に対してどのようにお考えなのか、お

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 高速道路の無料化に

つきましては、地域経済への効果、渋滞や環境

への影響を把握することを目的とした社会実験

が来年度実施され、その影響を確認しながら、

平成23年度以降に段階的に実施されると聞いて

おるところであります。無料化が実施されます

と、鉄道、バス、フェリーといった公共交通機

関の運営への影響や、本県の発展に不可欠な東

九州自動車道を初めとする高速道路ネットワー

クの整備のおくれなどが懸念されるところであ

ります。このため、県といたしましては、昨

年11月に公共交通機関への支援策や代替財源の

確保を図ることなく高速道路の無料化を行わな

いよう、国に対して慎重な検討を要望したとこ

ろであります。今後とも、社会実験など今後の

動向について注視しながら、高速道路の無料化

については慎重な対応をとるよう、さらには、

少しでも早く高速道路のネットワークが整備さ

れますよう、要望を行ってまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 本県にとっては高速道路網の

整備というのが急がれる、そのことを我々とし

ては宮崎から訴えていかないかんなと考えてお

ります。

陸・海・空の「空」ですけれども、「空」も

大変厳しい状況になっています。国内では１県

１空港というのが進んで、地方間で路線の奪い

合いが行われる、そういう状況に陥っていま

す。静岡空港が開港し、茨城空港が開港しま

す。茨城空港は、まだ国内線がないままオープ

ンかという話もありましたが、非常にそういう

意味では厳しい状況もあります。また一方、日

本航空の再建策も進められて、日航の路線廃止

も具体化をしてきています。日航に加えＡＮＡ

の路線の廃止、減便も心配をします。日本航

空、ＡＮＡの動きはどうなのか。また、ＳＮＡ

が元気なんでしょうが、きょうも何か新聞に載

っておりましたけれども、厳重注意を受けてい

るようです。この宮崎空港発着の国内線の状況

についてお尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎発着の国

内線の関係でございますが、ＡＮＡにつきまし

ては、特別に今動きというのは私どもは認識を

いたしておりません。ただ、国内線の減便に関

しましては、ＪＡＬの関係で厳しい経済情勢に

よって需要低迷があるということで、日本航空

グループの日本エアコミューター、これが４月

から宮崎―伊丹線を１便減便するというふうに

伺っております。また、今回の日本航空の経営

再建問題に関連しまして、広島西線の廃止につ

いて一部報道されているところであります。た

だ、県といたしましては、日本航空から正式に

聞いているものではありませんが、来年３月に

全線開通する九州新幹線との関係もございます

ので、その推移は注意深く見守っていきたいと

思っております。また、スカイネットアジア航

空でありますけれども、先月ですか、ことし秋

の羽田空港の発着枠の拡大に伴いまして、４つ
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の枠の配分を受けたところであります。羽田と

九州・沖縄を結ぶ路線に活用される予定と聞い

ております。また、来年の６月と10月には新型

機を導入するとされておりまして、およそ５年

をかけて全機を更新される予定とお聞きいたし

ております。本県にとりまして、航空路線は大

変重要な交通基盤でございますので、今後と

も、航空会社とタイアップしたキャンペーンを

実施いたしまして利用促進に取り組んで、航空

路線の維持・充実に努めてまいりたいと思って

おります。

○満行潤一議員 日航の動きというのは余り心

配することはないのかなと思うのですが、ちょ

っと心配なのはＳＮＡですよね。中古機を持っ

てきて運航されているので予備機もないので、

すぐ欠航とかおくれというのが出ます。新しい

機種を漸次更新されるということなんですが、

ぜひＳＮＡに予備機を持っていただければ、も

っと定期的な運航、そして安全性も確保できる

のかなと思います。要望ですが、ぜひ県として

も―予備機がないと危ないだろうと思うので

すよね―要望していただければありがたいな

と思っています。

あと、韓国・台湾定期便の搭乗率はどうなの

か。また、搭乗率が落ちて廃止とならないのか

なと非常に心配です。今、宮崎からソウル、台

北経由で東南アジアとかヨーロッパへの乗り継

ぎも便利になりましたので、新たな商品開発と

かの動きはないのか、お尋ねしたいと思いま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 国際線であり

ますけれども、まずソウル線につきましては、

本年４月に就航９年を迎えるところであり、今

年度の１月末時点での搭乗率は61.9％でありま

すけれども、直近３カ月で見ますと70.9％と、

いい状況ではないかと思っております。また、

台北線につきましては、チャイナエアライン自

体がこれまで多くのチャーター便の運航実績が

あるということで、１月21日に就航したわけで

ございますけれども、その後１カ月間の搭乗率

は79％となっており、これからもチャイナエア

ラインと連携して、路線の早期定着とか安定化

を図っていきたいと考えております。今、御質

問にございましたように、東南アジア等への乗

り継ぎ等、非常に便利な運航スケジュールにな

っておりますので、そういった―先日ですけ

れども、タイとかシンガポール、マレーシア、

台湾の観光当局と連携しまして、宮崎の旅行会

社を対象とした海外旅行セミナーを開催した、

そういった形で商品の導入等を働きかけてまい

りたいというふうに思っております。

○満行潤一議員 チャイナエアは、いっぱい今

までチャーター便の利用もあったんですけれど

も、定期便になりまして、チャーター便の状況

というのは今、宮崎はどうなっているのか。こ

れは定期運航になったので、チャーター便の乗

り継ぎでがたんと落ちたのか、この１カ月間ど

うなんでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 今おっしゃい

ましたように、チャーター便は、平成19年度ま

では台北線の運航を目指してということで非常

に熱心でございまして、19年度、台湾を中心に

片道ベースで200便以上の実績があったわけでご

ざいますが、台北線が開設になって以降は、大

体年間30便ぐらいという状況でございます。

○満行潤一議員 陸・海・空、どこも大変な状

況なんですが、ぜひできる限りの支援を今後と

もいただきたいなと思っております。

次に進めさせていただきます。商工観光労働

対策というふうにしておりますが、最初に、県
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産品の販売促進ということで、県産材の販売促

進についてお尋ねしたいと思います。林業活性

化議連の役員で、本県にゆかりのある企業を調

査いたしました。内田洋行、藤島建設というと

ころを調査させていただいたんですが、この藤

島建設は、埼玉県川口市に本社があり、住宅販

売年間200棟、これまで延べ１万棟の実績のある

企業で、首都圏でも有数の住宅会社とお聞きし

ました。会長の渡辺さんは串間市出身だそうで

す。大規模な住宅展示場も見学させていただき

ました。岩手県葛巻町のカラマツを使った住宅

も販売され、大変好評とのことでありました。

担当者の意見交換の中では、「今後、外材から

国産材利用に流れを変えたい。その中でも宮崎

も有力な候補だ」と言われておりました。た

だ、輸送コストの問題、無垢では使えない、集

成材が欲しい、品質が安定しているパーツとし

て取り扱いたいなどの要望が出ております。本

県の素材はすばらしいものですが、相手方のニ

ーズに合った商品を開発しなければならないと

感じました。さらなる県産材の販売促進につい

て、担当部長の説明を求めます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県産材につき

ましては、杉を中心としました人工林の資源が

充実しつつあることとか、製材品の約７割が県

外に出荷されていることなどから、県外出荷を

拡大することが非常に重要だというふうに考え

ております。このため、大消費地でのトップセ

ールスとか、「みやざきスギ」セミナーの開催

等に加えまして、今年度初めて、住宅や木材関

連業界など県外の大口需要者を県内に招く交流

視察商談会を開催しまして、今お話のありまし

た藤島建設さんにも参加をいただいたわけでご

ざいます。そういう取り組みのほか、来年度の

組織改正で、山村・木材振興課内に「みやざき

スギ活用推進室」を設置いたしまして、県産材

の需要拡大対策に機動的かつ迅速に取り組むこ

とにしております。県としましては、引き続

き、関係団体と一体になりまして商談会を開催

するなど、県外セールスを強力に推進するとと

もに、杉活用に馴染みの薄い中京地域などへの

売り込みとか、本県とゆかりのある人脈・企業

等も活用しながら、新たな県産材の販路拡大に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 そうなんですよね。やっぱり

いっぱい宮崎に来る方がいらっしゃるんだと、

私も気づきました。我々の知らない、宮崎をフ

ァンとして思っていただく方、また会社経営と

か、影響力の大きい人もまだまだたくさんいら

っしゃるんじゃないのかなと。今、担当部署も

立ち上げるというお話でしたので、そういう宮

崎とのつき合い、信頼関係がなければ、なかな

か難しいと思いますので、ぜひ販売促進に今後

とも御努力いただきたいなと思っております。

商工観光労働部長に幾つかお尋ねしたいと思

います。我が会派で、シンガポール、香港、マ

カオを調査してまいりました。特に日系スーパ

ーでの県産品の流通について、現場を見て回り

ました。感動的な宮崎のパッケージそのものが

並んでいる。串間の大束のカンショとか柑橘類

とか、いろいろ並んでいましたし、宮崎牛も、

ちゃんと宮崎牛の看板がかかっているのを目の

当たりにして、県当局も頑張っていただいてい

るなと感じたところであります。東南アジアで

の県産品物産フェアの取り組み状況について、

部長にお尋ねしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県産品の

東アジアへの販路拡大を図るために、県では、

平成11年度から台湾で、それから平成15年度か
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ら香港で、それぞれ毎年度、物産フェアを開催

しているところでございます。これまでの取り

組みの結果、本県の特産品でありますカンシ

ョ、あるいは漬物、それから乾シイタケ、水産

加工品などが定番化しております。最近では、

台湾でマンゴーが大きくマスコミで取り上げら

れたり、メロンがギフト商品となるなど、宮崎

県産品に対する認知度も向上してきているんじ

ゃないかと考えております。さらに、今年度は

３月に、東アジアの玄関口でありますシンガポ

ールで、新たにフェアを開催することにしてお

ります。また、中国におきましても、今後開催

を検討してまいりたいと考えております。いず

れにしましても、物産フェアは、県産品の販路

開拓を図り、定番・定着化を図っていく上で大

変有効な手段でございますので、今後とも、輸

出に対し意欲のある県内企業・団体とも連携し

ながら、粘り強く取り組んでいきたいと考えて

おります。以上でございます。

○満行潤一議員 非常に努力されているのはわ

かります。中国にも来年、対策を打たれるとい

うことであります。中国上海万博が始まりま

す。中国の高度成長を牽引しているのが個人消

費。この個人消費は、燃えるような拡大ぶりか

ら「火爆消費」と呼ばれているんだそうです。

一人っ子政策で生まれた若者の消費トレンドが

すさまじい。一人っ子ですので、親は物すごい

仕送りをしたり、物を買ってあげる。携帯電話

は若者の必需品と言われています。中国国内で

携帯電話は７億台普及をし、世界最大の市場と

なっている。先行したヨーロッパメーカーが席

巻しており、この中国大陸に対する対応、取り

組みがおくれた日本メーカーは苦戦をしている

という報道もあります。あらゆる分野で中国市

場の成長を無視できない。安かろう・悪かろう

が中国の商品だったと思いますが、今は物すご

い勢いで中国製品もよくなって、消費も物すご

い勢いで拡大している。そういう意味では、中

国に対する県産品の販路拡大戦略も非常に大事

だろうと思います。先ほどちょっとおっしゃっ

たんですが、もう少し、中国の来年度の取り組

みについてお尋ねをしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国でご

ざいますが、国内市場の縮小が非常に見込まれ

る中でありまして、東アジアへの販路開拓は、

本県農林水産業・食品産業の振興を図る上で極

めて重要であると認識しております。そういう

ことから、県では、東アジア販路拡大戦略をつ

くり、これに基づきまして、それぞれの国の実

情に合った物産フェア・商談会の開催、流通関

係者の招聘などに現在取り組んでいるところで

ございます。今後とも、関係団体、民間団体と

一体となりまして、県産品の輸出促進―特に

上海につきましては、来年度県産品の常設棚を

設置することを予定しておりまして、そういう

取り組みをしながら、県産品の輸出促進に取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○満行潤一議員 上海には我々も行きたいなと

思っているんですけれども、ぜひ楽しみにして

おります。あとは、県産品の物産フェアについ

て私に提案がありましたので、部長におつなぎ

したいと思うのです。いろいろ県内で物産フェ

アをやっておられますが、その物産展の開催を

２月のキャンプシーズンに集中したらどうなの

かなという提案であります。８月に、物産館正

面入り口で「宮崎県推奨優良品フェア」という

のを行っておられます。いろいろ試食があった

りしているんですが、各地で年間ばらばらとい

うフェア、イベントよりは、多くの県外客が訪
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れる２月のキャンプシーズンに集中したら相乗

効果が高まるのではないかというふうに言われ

ているんですけれども、このことについてはい

かがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） キャンプ

等を訪れる県外客、この方々に対する県産品の

ＰＲにつきましては、例えば、読売巨人軍のキ

ャンプ地である県総合運動公園内では「ボール

パークＧ」、あるいはまた、ソフトバンクホー

クスのキャンプ地である生目の杜運動公園では

「ホークスビレッジ」を設置しておりまして、

それぞれ地元の特産品を使った料理あるいはお

弁当、お土産品などの販売が行われておりま

す。また、県のアンテナショップである「みや

ざき物産館」におきましても、この時期に合わ

せてキャンペーンを実施したり、あるいはキャ

ンプマップに広告を出すなど、誘客に努めてい

るところでございます。いずれにしましても、

キャンプシーズンは、県産品をＰＲする絶好の

機会でありますので、県を挙げて、それぞれが

「おもてなしの心」を持って、県産品のＰＲに

努めていくことが大事であると考えておりま

す。以上でございます。

○満行潤一議員 実績もあるわけですね。理解

をしましたが、そのキャンプに関してなんです

けど、スポーツランド受け入れ体制、これは意

見交換会で我々が言いましたけれども、その中

でも幾つか出ていました。県央一極集中じゃな

くて、県内全域へ受け入れ体制を整備すべきじ

ゃないかという意見でありました。県西部の意

見交換会で、都城観光協会会長から次のような

発言がありました。「すべての面において、都

城はうっせられているという感じがする」と。

さらに、「スポーツランドみやざきと言いなが

ら、都城には県の施設といえば御池青少年自然

の家ぐらいしかない。もっと県西部に目配りを

してほしい」と要望されています。えびの市の

観光協会からは、「えびの市も財政難。とにか

く財政的支援をお願いしたい」と切実な声もあ

りました。また、こんな意見もありました。高

原町観光協会からは、「知事は、高千穂が日本

の発祥というが、私たちは高原町が日本の発祥

地だと思っている」。そういうことですが、キ

ャンプ候補地は相手側が決めることですので、

来てもらうしかないんですが、もっと県北・県

西部など全県的に、スポーツ施設の整備改修、

市町村への県費補助などを行えば、もっとキャ

ンプチームも呼び込むことが可能ではないかと

考えております。特に県有施設のない地区に財

政的支援を行うべきではないかと考えますが、

担当部長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） スポーツ

ランドみやざきの課題でございますが、議員が

おっしゃるとおり、合宿等の受け入れを県下全

域に広げていく、これがやはり今後の大きな課

題というふうに私は認識しております。県では

現在、全県化などを図る上での基礎資料とする

ために、県内スポーツ施設の整備状況、あるい

は各種スポーツ合宿等の誘致可能性等について

調査を行っているところでございます。今後、

この調査結果も踏まえながら、全県的な視野に

立ちまして、市町村が行うスポーツ施設の整備

に対する支援はもとより、市町村と連携した誘

致活動あるいは受け入れ支援を一層充実するこ

とにより、スポーツ合宿等の全県化を図ってま

いりたいというふうに考えております。以上で

ございます。

○満行潤一議員 非常に力強いお答えをいただ

きました。ぜひ、県西部をよろしくお願い申し

上げたいと思います。
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次は、もう一回部長に、雇用対策についてお

尋ねをします。緊急雇用創出事業臨時特例基金

事業の要件緩和についてであります。今まで研

修、職業訓練などが除外されていましたが、地

方の強い声に押されて、今回、要件が緩和され

たとお聞きしました。しかし、期間は最長１年

と短期のままです。まず期間の延長が必要だと

私は考えます。スキルアップにつながる基金事

業にしていただきたいと考えますが、担当部

長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業のことだと思います

が、この事業につきましては、離職を余儀なく

された非正規労働者等の失業者に対して、次の

雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供

することを目的として創設されたものでござい

ます。雇用期間につきましては、事業の創設当

初は原則６カ月未満とされておりましたが、そ

の後の要件緩和により、現在は最長１年までの

雇用が可能となっており、また、人材育成のた

めの外部研修、いわゆるＯＦＦ―ＪＴでござい

ますが、これも可能となったところでございま

す。なお、１年以上の継続的な雇用機会の創出

につきましては、ふるさと雇用再生特別基金事

業が活用できますので、それぞれの基金事業の

趣旨を踏まえ、庁内各部局あるいは市町村等と

連携を図りながら、雇用の場の確保に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。以上

でございます。

○満行潤一議員 よくわかりました。あと、就

職３年以内の離職率、本県は非常に全国的に高

い離職率です。高卒50％近く、大卒でも43％と

いう数字です。これは完全なミスマッチなんじ

ゃないのかなと。事業内容がよくわからないま

ま就職してしまい、こんなはずじゃなかったと

やめていくのではないかと推察されます。企業

にとっても、本人にとっても大変もったいない

話です。その対策はどのように打たれているの

か、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 若年者の

離職理由につきましては、正式に全県的に調査

したものはないわけでございますが、ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきでの聞き取り、あるいは

ハローワークプラザ宮崎からの情報等によりま

すと、仕事の内容が自分に合わなかった、ある

いは、職場の人間関係がうまくいかなかったな

どの理由が多いようでございます。このような

ことから、県におきましては、職場定着支援の

ため、宮崎労働局と連携を図りながら、就職１

～２年目のものを対象にしました、コミュニケ

ーション等を内容とするセミナー等を開催して

いるところでございます。また、県教育委員会

では、職業意識の醸成のため、高校生を対象

に、インターンシップの実施や外部講師による

講座の開催など、キャリア教育の推進にも取り

組まれているところでございます。今後とも、

県教育委員会とも連携を図りながら、職場定着

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○満行潤一議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

若年者の就労支援というフリーター対策、ニ

ート対策がどのようになっているのか、非常に

不安なんですよね。国の推計では、全国でフリ

ーターが170万人、ニートは64万人となっていま

すが、対象者の把握が難しいという理由で、正

確な調査もなされていないという状況です。対

象者の把握ができなくて対策が打てるのか非常

に疑問に思うのですが、国県の取り組みは十分

なのか、成果があらわれているのか、その認識
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をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） いわゆる

就職氷河期に安定した職につけず、不安定な就

労を続ける若年者が30代半ばを迎えていると言

われております。早急なフリーター対策が求め

られていると、我々も認識しております。この

ため県では、ヤングＪＯＢサポートみやざきに

おける個別相談などきめ細かな就職支援、ある

いは民間教育訓練機関への委託による座学と職

場実習を組み合わせた実践的な職業訓練を実施

しているところでございます。また、国におい

ては、ハローワークにフリーター向けの相談窓

口を設置するとともに、正規雇用した事業主へ

の奨励金制度を設けているところでございま

す。

また、ニート対策としましては、社会人、職

業人としての基本的な能力等の養成にとどまら

ず、職業意識の啓発や社会適応支援を含む総合

的な支援が必要となっております。このため、

県といたしましては、宮崎労働局と連携し、

「みやざき若者サポートステーション」におき

まして、個別相談あるいはセミナー等を実施す

るとともに、宮崎労働局や県教育委員会、民間

支援団体等から成るネットワーク会議等を設置

しまして、情報や意見の交換を行っているとこ

ろでございます。今後とも、宮崎労働局など関

係機関と連携を図りながら、フリーターやニー

トの方々への就業支援を行ってまいりたいと考

えております。以上でございます。

○満行潤一議員 あと、修学旅行対策は要望に

しておきたいと思うのですが、本県の実績とい

うのはことごとくありません。小学校の実績571

人泊、中学校ゼロ、高等学校1,189人泊、海

外790人泊、これは一時からすると本当にゼロに

近い修学旅行の実績です。ぜひ、さらなる対策

をお願い申し上げたいと思います。

次に、福祉保健部長にお願いしたいと思いま

す。未曾有の大不況の中、全国的に生活保護世

帯が急増しています。しかし、人員削減のあお

りで生活保護ケースワーカー数は増えていない

という報道が、いっぱいされています。きょう

は資料をつけましたので、皆さんに見ていただ

きたいのですが、これは９つの市と郡部の、県

の福祉事務所の一覧であります。ケースワーカ

ー１人当たり、国の基準は、市の福祉事務所

で80世帯、郡部で65世帯というふうになってい

ますが、これを見ると、宮崎市は103人、延岡96

名、日南108人。こういうふうにどこもすごい状

況になっています。私もケースワーカーをやっ

ていましたが、60とか65世帯じゃないと、とて

も本来の定期訪問とかできません。入退院に付

き添ったり、病院の送迎をしたり、本来家族が

やらないといけないものをケースワーカーがや

ってしまっているというか、本当に家族との関

係が切れてしまっている人たちが多いんです

ね。介護保険の処遇検討会に、家族にかわって

ケースワーカーが呼ばれたりとかいうこともあ

ります。本来の就労支援、本当にこの人たちに

もう一回自立してほしい、そういうために家庭

訪問の支援とか指導ができていないわけですよ

ね。いかに自立支援をするか、子供たちが自立

するようにいかに支援を行うかというのが、非

常に大事だろうと思います。

一方で、不正受給の調査、通帳残額の調査と

か恩給・年金の支給状況、身内からの仕送り調

査など、これは追いつかないと思います。訪問

格付ですが、これでいいのか。宮崎市とか100世

帯を超えているわけで、到底、本来の訪問がで

きていないと思っています。もう一回、表を見

ていただきたいのですが、右が訪問格付け別世
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帯数、年間12回定期訪問をしないといけないと

ころ、６回、４回、３回、２回、１回。年12回

やられればマルＡというふうに打っておりまし

たが、宮崎市は全体で12世帯しかマルＡがな

い。延岡に至っては８世帯なんです。私は現役

のころは、一人で４世帯、５世帯、年12回の世

帯を持っていました。都城市が何十世帯です。

これでも絞ってあるんだろうとは思いますが、

本来、全世帯の１割が年12回、年１回、それを

あと８割を割り振るというのが基準であるはず

であります。都城が70回ですから、４倍以上の

宮崎市はこの４倍以上ないといけないし、延岡

も８軒ではない、このように感じます。これ

が、ケースワーカーが少ないので本来の指導が

できていない、そういうことだろうと思いま

す。これを毎年、国保・援護課は指導されてい

るわけですよね。どういう指導になっているの

か非常に不安です。宮崎市の現業員数のところ

に嘱託職員５名というふうになっていますよ

ね。この方たちはどういう立場でケースワーカ

ーをやっていらっしゃるのか。ケースワーカー

というのは、その世帯の収入・支出すべてを把

握し、指導する、プライバシーの塊を扱いま

す。そういう方々が嘱託職員で大丈夫なのか、

資格を持っていらっしゃるのか。社会福祉士と

いう資格がケースワーカーには必要とされてお

ります。このあたりを、部長の見解をまずお尋

ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護世帯

が増加している中で、福祉事務所によっては、

ケースワーカー数が不足しているという状況が

見られます。福祉事務所によっては、ケースワ

ーカーの増員を図ったところもあるわけですけ

れども、その後の被保護世帯のさらなる増加に

伴い、ケースワーカーの増員が追いついていな

いという状況も見られます。このために、ケー

スワーカーの数が下回る事実も生じているわけ

ですけれども、県としましては、そのような福

祉事務所に対して、指導監査等を通じて、必要

な人員の確保をお願いしているという状況でご

ざいます。

また、資格の問題ですけれども、今申し上げ

ましたように、ケースワーカーの標準配置数と

いうのがふえておりまして、その中で有資格者

の確保がなかなか難しいという現状もございま

す。本来、有資格者であることが望ましいとい

うふうに考えておりますので、県といたしまし

ては、有資格者の確保についてお願いしており

ます。さらに、職員の研修を含めて、資質向上

等についてもお願いをしているところでござい

ます。以上です。

○満行潤一議員 どこも生活保護の対応は大変

なんですよね。しかし、どこもなかなか人をふ

やしてくれません。だから、これは生活保護担

当の権限を持つ県当局、生活保護担当部署が頑

張ってもらわないかんなと思うのですよね。私

もいっぱい聞きます。県は全然相談に応じてく

れない、いろんな厳しい大変なケースがいっぱ

いあるのに、なかなか問い合わせしても返って

もこない、指導してくれないという不満もある

んですね。今、本庁に担当主幹以下４名しかお

られません。これで十分な指導ができるのか、

甚だ疑問なんですよね。物すごい状況にあるは

ずですから、４人じゃやっぱり大変だろうと思

うのです。私は、倍増しろという話も都城の担

当から聞いているんですが、増員が急がれると

思います。部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 被保護世帯の

増加に伴いまして、福祉事務所のほうからは、

関係法令に関することや個別ケースについての
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問い合わせなどがふえております。県の所管課

としましては、各福祉事務所において、生活保

護が適正かつ円滑に実施されるよう、適切な助

言・指導に精いっぱい努めているところではあ

りますけれども、所管課のほう、現在４名とい

うことであります。担当職員の資質向上や事務

処理の効率化などにも一層工夫を行っていくこ

とで、福祉事務所等からの問い合わせなどには

適切に対応していきたいというふうに考えてお

ります。

○満行潤一議員 適切に対応いただいていない

わけですね。ぜひ、ここのところは増員してほ

しいなと。大阪市がすごい状況なのでちょっと

申し上げますが、新年度予算、保護費が一般会

計の17％を占める状況になっています。大阪市

民20人に１人が生活保護受給者です。大変ふえ

ているので、大阪市は臨時とか嘱託職員とか350

名を増員しました。この人たちがケースワーカ

ーなんですけど、社会福祉士の資格を持ってい

ないか、持っているかという問いをすると、無

資格者が70％なんです。なおかつ、経験年数３

年未満という人が99.6％。我々から見たら、１

年２年経験を積まないと一人前にならない。大

阪なんか99.6％は３年未満の人で、臨時・嘱託

がいっぱい、無資格者が多いということです。

大阪市が問題にしているのは、ほかの市町村か

ら、大阪に行ったら生活保護費をもらえるよ

と、大阪に行きなさいというふうに言われる

と。大阪はもう、物すごい勢いでたくさん来る

ので、こういう体制だと見抜けないんですよ

ね。指導ができない。どんどん自立させないか

んのに、どんどんふえるばかりということで、

これは悪循環になっています。宮崎県はそうな

ってほしくない。ぜひ自立を支援するための方

策をきめ細かくやっていただきたい。そういう

意味では、担当課の増員、そして各福祉事務所

の65名、80名を超えているところの指導をぜひ

お願いしたいと思いますし、この嘱託職員にで

きるのかというのが非常に不思議であります。

部長は今、望ましいとおっしゃっていますが、

厚生労働省は、無資格者だと困ると、ちゃんと

指導するというふうに言っているはずですか

ら、ぜひお願い申し上げたいと思います。時間

があと10分しかありませんので、もっとしゃべ

りたいのですが、次へ進めさせていただきま

す。

ドクターヘリについてであります。地域医療

再生臨時特例交付金が25億円、満額になりまし

た。非常にありがたいことであります。私は、

日本航空医療学会総会に参加して、ドクターヘ

リ運航に関する問題点など多くのことを学ぶこ

とができました。27の発表・講演を聞いて帰り

ましたが、このドクターヘリに係る新年度の主

な事業と今後のスケジュールについて、担当部

長、お願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） ドクターヘリ

は、宮崎大学医学部附属病院が主体となって導

入するものでありまして、県はその支援を行う

こととしております。平成22年度は、宮崎大学

が、医師等医療スタッフや消防の救急隊員に対

する研修、運航マニュアルの整備、宮崎大学敷

地内へのヘリポート整備のための適地調査等に

取り組むこととしております。また、ドクター

ヘリについては、国の補助基準上、救命救急セ

ンターに配備することが条件とされていること

から、並行して宮崎大学医学部附属病院の救命

救急センター化が進められることになっており

ます。その後、ヘリポートの整備も含めて、運

航開始までに必要なすべての準備作業が完了す

るのは、早くて平成23年度末と見込まれている
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ところであります。ドクターヘリ導入に向けて

は、医師を初めとした医療スタッフの確保や救

急隊を含めた教育研修など、必要な諸準備をい

かに円滑に進めることができるかが大きな課題

と考えておりますので、運航開始に向けて、宮

崎大学等と連携し、取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。

○満行潤一議員 ぜひスムーズな進行をお願い

したいと思います。

あと、昨日の病院局長の答弁で、本年度３病

院の決算見込み、14億円赤字見込みというふう

に聞きましたが、来年度の収支を見ますと、延

岡病院の収支が非常に悪化をしていて、６億円

収支差額が予想されています。その積算根拠と

いうのを病院局長にお尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成22年度当初

予算の編成に当たりましては、病院事業をめぐ

る厳しい経営状況を真摯に受けとめ、徹底した

経費削減を行った上で達成できると考えられる

現実的な目標を設定することといたしたところ

でございます。こうした中で、延岡病院につき

ましては、地域との連携により高度医療の提供

と重篤患者さんの受け入れを重点的に推進し、

診療報酬の包括請求方式でありますＤＰＣへの

移行にもいち早く取り組んでいることなどか

ら、県立３病院の中でも患者さん一人当たりの

収益は最も高くなっております。また、ジェネ

リック医薬品の採用も積極的に進めるなど、収

益確保と経費削減の両面で努力の成果が見られ

るところでありますが、患者数の減少や医師不

足による休診等の影響により、６億円余の赤字

予算を編成せざるを得なかったところでござい

ます。今後とも、職員一丸となって黒字化を目

指す努力を続けてまいりたいと、このように考

えております。

○満行潤一議員 なかなか改善計画に乗ってい

ないわけです。医師不足ということで収入減と

今お聞きしましたが、現在、その３県病院、何

人医師不足と認識されているのか、お尋ねしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在、休診して

おります診療科の休診前の医師数を考慮いたし

ますと、延岡病院で７名、日南病院で３名、合

計しますと10名の医師が不足していると、この

ように認識いたしております。

○満行潤一議員 延岡７名、日南３名ですよ

ね。医師１人に１億以上の収入増になるという

ふうに言われていますよね。この来年のシミュ

レーションを見ると、収支差額は延岡６億、日

南２億なんですよね。延岡は７人ですから、７

億以上の収益が上がる。日南は３億以上上が

る。そういうことであると、この６億、２億の

赤字というのは、医者が確保できれば収支は合

うと。改善計画というのは、医師不足以外は職

員、皆さんのほうの必死の努力で計画の達成が

図られつつあるというふうに認識をするんです

ね。医師不足、医師をどうにかして早く確保し

ないと、これは大変なことになると。これは医

師だけが問題なんだろうと思っています。前に

も申し上げましたが、もう一回申し上げますけ

れども、千葉県の千葉北総病院には無給の医者

が勤めているわけですよね。ドクターヘリの医

局の金丸医師が、「この人無給なんです」と言

うんです。給料をもらわなくてもここで研修さ

せてほしいと。この人はちゃんとローテーショ

ンの中に入っていますから、本来は仕事をしな

がら、ただで勤めているという人がいる。長野

県の佐久総合病院、ここにもドクターヘリがあ

りますけれども、200名の医師のうち、19名は宮

崎県出身者。１割は宮崎県出身者ということを
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目の当たりにしてびっくりしました。いるんで

すよね、いっぱい。いい研修場所でいい技術を

学びたいというのが医者ですから、ぜひ魅力あ

る職場をつくっていただきたい。今回ドクター

ヘリが決まりました宮崎大学医学部も、７～８

名の救急の専門医が集まっているというふうに

お聞きをしていますので、ぜひ魅力ある研修場

所となるように御努力いただきたいなと思って

います。

次へ進めさせていただきたいと思います。教

育長に何問かお尋ねをしたいと思います。雇用

確保対策についは、昨日、蓬原議員からありま

した。知事の思いも聞きました。非常に頑張っ

ていただいているのはわかるんですが、しか

し、厳しい状況にあります。新規学卒者就職支

援の４月以降、就職浪人の方々の取り組みはど

うなっているか、もう一回お尋ねしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 高校生の就職支援に

つきましては、最後の最後まで、「就職」の２

文字が得られるように、学校と連携して取り組

んでまいりたいと思っております。それでも一

定数の就職が未決定状態で卒業を迎えなければ

ならない生徒が多数存在することは、現状では

見込まざるを得ないという状況であります。し

たがいまして、そのような生徒に対しては、宮

崎労働局と連携いたしまして、来月３月中にな

りますけれども、国や県の雇用対策や、新たに

新規学卒者も対象となった職業訓練に関する説

明会を、県内３地区で実施することにいたして

おります。４月以降につきましても、関係機関

による支援のメニューやセーフティネットを十

分活用いたしまして、進路が決定できるよう

に、学校の教職員と進路対策専門員がハローワ

ークと連携して、就職決定に向けた支援を継続

するなど、就職未決定者に対する支援を全力で

行ってまいりたいと思っております。以上で

す。

○満行潤一議員 日本国憲法をとるまでもな

く、就労というのは国民の義務でもあります

が、権利でもあります。若い人たちの働く権利

を保障できない状況に、本当に胸が痛みます。

ぜひ一人でも多く就職できるように、関係部長

の皆さん方の御努力を心からお願い申し上げた

いと思います。

次に、全国学力・学習状況調査についてお尋

ねします。きのう、押川議員からありました

が、私は反対の立場で質問させていただきま

す。政権がかわって、全校全員の調査から抽出

調査にかわろうとしているわけですけれども、

新年度は、お聞きしたように希望利用、全生徒

・全学校を対象にするということになっている

ようなんです。しかし、予算はないんですよ

ね、全校生徒をするというのは。予算はどうな

るんでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査につきましては、抽出調査で実施されるこ

とになりましたけれども、その対象とならなか

った学校につきましても、設置者である市町村

等の希望により、国から調査用紙を無償で提供

を受けて利用できるようになっております。費

用負担でありますけれども、抽出調査の場合に

は、すべての費用を国が負担することになって

おります。一方で、希望利用方式の場合は、調

査用紙の印刷や学校への配布は国費により行わ

れることになりますけれども、その後の採点、

集計、分析につきましては、学校において行う

など、設置者の責任において実施されることに

なります。以上です。

○満行潤一議員 ということは、集計等は各学
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校で責任を持ってやれということですよね。我

々は、全学校・全生徒を対象にする必要はな

い、国が決めたので、それでいいだろうと思う

のですけれども、全部やるということは、予算

がないところはまた負担がふえますよね。そん

な採点とかをする時間があったら、子供たちの

指導をもっともっとするべきだろうと私は思い

ますので、ぜひそこのところはよろしくお願い

したいと思います。

理科離れ対策についてお伺いをしたいと思い

ます。科学技術立国を標榜する中、この前、有

名な「なぜ２位じゃいけませんか」という話で

すけれども、１位じゃないといけません。理科

の実験、実習時間が年々減っているという現場

からの指摘もあります。現状と取り組みについ

て伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県が独自に小学校

５年生と中学校２年生に実施いたしております

「みやざき小中学校学力・意識調査」によりま

すと、「好きな授業は何ですか」という問いに

対しては、「理科が好きである」という回答

が、ほかの教科に比べて高い割合を示している

ところであります。また、毎年実施しておりま

す、夏休みの理科の自由研究を応募する理科作

品コンクールでは、年々出品作品がふえており

まして、本年度は小中学生の４人に１人に当た

る２万5,000名を超える子供たちからの応募があ

ったところであります。このようなことからい

たしますと、本県の子供たちは、理科の学習に

対して、おおむね意欲的に取り組んでいるとい

うふうに考えております。ただ、宮崎だけとい

うことでもないと思いますけれども、今日の子

供たちというのは、生活環境の変化によりまし

て、野山を駆け回ったり、あるいは草花や土の

においをかいだり、そういった直接自然に触れ

る、自然体験をするというような機会が大変減

少しているのではないかなと思っておりますの

で、そのような視点からの理科教育の一層の充

実というのは必要であると考えております。以

上です。

○満行潤一議員 理科実習教師の採用が近ごろ

ないんだという話もあるんですけれども、理科

実習教師というのをふやすべきじゃないかと思

うのですが、教育長の見解をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 理科実習教師という

のがちょっと私にもよくわからないんですが、

学校現場においては、小学校の場合でいいます

と、理科の正課教員等が配置をされたりしてお

りますけれども、特に一番頼りにしておりまし

たのが、学校現場で理科の授業の準備とか実験

・観察等のグループ分けをしてそういったこと

をやる場合に手が要るとか、後片づけに時間が

かかるといったことで、理科支援員等配置事業

ということで国の事業がありますけれども、こ

れで理科支援員等を活用して、そのような授業

展開がスムーズにいくように、それぞれ工夫も

されてきたわけであります。しかし、残念なが

ら、来年度の予算においては大幅に削減という

ような状況になっておりまして、その辺につい

て、今後どういうふうに対応していったらいい

のかということで、工夫は重ねていかなければ

ならないと考えております。以上です。

○満行潤一議員 次いきます。公立高校の授業

料無償化が始まるわけですけれども、私立学校

について、部長、お願いします。私立学校へも

国から同様の予算措置、就学支援金があるんだ

そうですが、私学経営の厳しい環境の中、就学

支援金の支給開始にあわせ、授業料値上げの心

配の声もあります。そのようなことは想定され

ていないのか、部長、お願いいたします。
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○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

の授業料についてであります。私立高等学校の

授業料につきましては、その設置者の自主的な

判断にゆだねられるものではありますけれど

も、１月に開催いたしました私立高等学校の事

務長等を対象とした就学支援金に係る説明会に

おきまして、２つの点、まず１つは、支援金の

目的が私立高校生等の教育費負担の軽減を図る

ものであること、もう一つは、就学支援金を受

けてもなお自己負担が残る生徒もいること、こ

ういったことなどを十分考慮していただくよう

お願いをしたところであります。なお、現在の

ところ、来年度、授業料の値上げを予定してい

る学校はないようでございます。

○満行潤一議員 わかりました。あとは公立高

校の授業料無償化なんですけれども、従来、授

業料免除も低所得世帯には何ら恩恵がないわけ

ですね。所得がある人は、あるから負担が下が

る。でも、今まで低所得者は無料は無料なの

で、変わらないと。これは何らかの恩恵とか救

済策は考えられないのか、教育長、お願いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 公立高校の授業料無

償化につきましては、「家庭の状況にかかわら

ず、全ての意志ある高校生等が、安心して勉学

に打ち込める社会をつくる」との趣旨から、そ

の法案が現在、国会に提出をされているところ

であります。「家庭の状況にかかわらず」とあ

るなどの同法提案の趣意からいたしますと、こ

れまで授業料減免の対象とされておりました生

徒も、この無償化措置の中に包含されるという

ことでありますので、特段の対策はとられない

ということであります。

○満行潤一議員 それはそうなんですが、やっ

ぱりそこを見てあげないとかわいそうだなと思

うのですよね。またこれは引き続きしてまいり

ます。

警察行政について、２点お尋ねをしたいと思

います。

１つは、都城警察署の改築計画についてであ

ります。これは毎年聞いております。今度、本

部長がかわられましたので、認識をお聞きした

いんですが、本部長は都城署には行かれました

か。すごい状況だと思います。都城署の改築計

画について、本部長、どうなんでしょうか。よ

ろしくお願いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 都城警察署には

私２回参りましたけれども、警察署の庁舎につ

きましては、全県下に築後40年以上経過したも

のが13警察署中８署あるということでございま

して、全般的に老朽化・狭隘化の進んだ建物が

多くなっているというのが現状でございます。

都城警察署でございますけれども、築後52年が

経過しているということでありまして、老朽化

が進んだ警察署ではありますけれども、阪神・

淡路大震災を受けての耐震診断結果に基づいて

平成９年度に耐震補強を行いまして、一応防災

活動の拠点としての機能が果たせるような措置

をとったところであります。

それから、狭隘化への対応といたしまして

は、昭和55年度と平成13年度にそれぞれ増改築

を行いまして、警察署の機能として必要な事務

室等を一応確保したというのが現状でございま

す。建てかえ等の問題でございますけれども、

県警察としての考え方といたしましては、治安

基盤としての機能、それから、防災活動拠点と

しての機能を十分発揮できる施設整備を目指し

ておりまして、厳しい財政状況下でございます

けれども、耐震補強の効果がなく、早期の建て

かえが望ましいとされるなど、機能低下の著し
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い警察署のほうから順次整備をしていくという

方針で臨んでいるところでございます。その

点、御理解をお願いしたいと思います。

○満行潤一議員 前の本部長と同じ答えなので

非常に残念なんですけれども、これはやっぱり

士気も低下しますよ。好きじゃなくて警察に呼

ばれる人もおられるんですよね。駐車場がない

んですよ。駐車場にとめて事故を起こすという

笑えない話もいっぱいありますので、ぜひ総務

部長、よろしくお願いします。こっちでしょう

ね、やっぱり。やっとですよ、本当に。県西部

の警察署、本当に大変な状況ですので、ぜひ部

長も行ってください。お願いしたいと思いま

す。

あと、警察の県警ヘリ、今回新しい型で国か

ら支給があるということなので、それを参考に

したいと思いますが、この警察ヘリの現状と課

題についてお尋ねしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察ヘリの関係

でございますけれども、警察航空隊の沿革から

申し上げますと、平成２年４月に発足をいたし

まして、現在、隊長以下操縦士が２名、それか

ら整備士２名の４名体制で、小型単発ヘリ「ひ

むか」１機が配備されているという状況でござ

います。主な活動内容でございますけれども、

通信指令室やパトカーと連携をした、機動力を

生かしたパトロール、それから事件・事故発生

時の情報収集、交通情報の収集、さらには災害

とか山岳遭難等の事故発生時の捜索救助活動を

行っております。昨年中の活動でありますけれ

ども、パトロール活動が110回、事件・事故発生

時の情報収集活動に21回、山岳遭難や水難事故

発生時の捜索救助活動が31回などでありまし

て、合計203回の運航を行っているところでござ

います。また、発足以来これまでに、山岳遭難

とか水難事故の救助活動等におきまして、53名

の方の人命救助を行っております。なお、課題

と申しますか、平成22年度中に国費予算で新型

ヘリに更新される計画となっておりますので、

これによりまして、救助能力、それから安全性

の向上が図られることになります。より一層、

県民の皆様方の期待と信頼にこたえていくこと

ができると考えておりますので、しっかりとし

た運航をしていきたいというふうに考えており

ます。

○満行潤一議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

あす、警察音楽隊第17回の定期演奏会があり

ます。井手楽長が最後の演奏会だというふう

に、きょう新聞に書いてありましたが、井手楽

長には、私の娘たちの中学校の指導もしていた

だきました。ぜひ、今後とも御活躍を祈念して

おります。あす、楽しみにしておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

企業局の問題については、次回に譲りたいと

思います。

博士号取得者の処遇改善についてお尋ねいた

します。本県の博士号を持つ職員数はどのぐら

いいらっしゃるのか、その処遇はどうなってい

るのか、担当部長、お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） まず人数ですけれ

ども、これは知事部局で申し上げますが、医師

とか看護大の教員を除きまして27名おります。

このうちの20名が、木材利用技術センター等試

験研究機関におるわけでございます。その他の

７名につきましては、関連のある部門に配置を

行って活用を図っているところでございます。

博士号自体は職員採用上の必要な条件ではござ

いませんので、取得していることのみをもって

特別の処遇をしているということはございませ
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んけれども、博士号の取得者を多数配置してい

る試験研究機関には、この研究職員につきまし

ては、当然のことながら研究職給料表は適用に

なっているということでございます。また、人

事異動につきましても、職員の希望とか適性、

あるいは研究の進捗状況等も踏まえまして、在

任期間を柔軟に取り扱うといったことで配慮を

行っているところでございます。またさらに、

研究職の職員が顕著な業績を上げたというとき

には、知事表彰も行っているところでございま

す。

○満行潤一議員 特段の差がないということな

んですけど、やっぱり60歳定年なんですよね。

医者は65歳ですよね。医師以上に取得年数のか

かる博士号取得者が60歳というのはどうなのか

なと。定年の延長があってもいいんじゃないか

と思いますが、どうでしょうか、部長。

○総務部長（山下健次君） 地方公務員の定年

でございますけれども、これは地方公務員法の

規定により、国家公務員の定年を基準として条

例で定めることとされておりまして、本県にお

いても、職員の定年等に関する条例におきまし

て、国と同様に、医師及び歯科医師は65歳、一

部の現業職は63歳、その他の職員については一

律60歳と定めているところでございます。た

だ、この条例による定年の特例といたしまし

て、当該職務が高度の知識、経験を必要とし、

その職員の退職により公務の運営に著しい支障

が生じる場合には、人事委員会の承認を得て、

これは１年ずつでございますけれども、最高３

年を限度に定年の延長ができるということにな

っております。

○満行潤一議員 厳しいようですけれども、も

ったいないような気がしてですね。ぜひ延長に

ついて御検討いただきたいと思います。

きょうは、人事委員会委員長もおいでですの

で、せっかくですので、ここだけは質問させて

いただきたいと思うのですが、佐賀県の公式ホ

ームページに、人事委員会事務局のホームペー

ジでしょうか、非常におもしろいユニークな内

容があります。職員募集の情報ページが全国的

に注目を集めているようで、トップページに

は、「汗と涙と熱血魂！！熱き魂を持った若者

達よ佐賀に集え！！」というメッセージと、目

に炎が描かれたキャラクターのイラストも掲載

されています。漫画のような雰囲気なんです

ね。古川知事も、熱いガッツポーズで登場して

おります。なかなか、佐賀県というと地味な県

で、採用にも工夫が要るのかなということなん

ですが、いろんな先輩たちがおもしろい中身で

出て、これが佐賀県庁のホームページかなとい

う気がするぐらいとてもユニークなんですよ

ね。委員長は見られたかどうかわかりませんけ

れども、本県も、何かもうちょっと工夫をした

人材の募集というのが必要かなと思いますが、

いかがでしょうか。

○人事委員長（黒木奉武君） 佐賀県の職員募

集情報ホームページにつきましては、私も拝見

いたしましたけれども、おっしゃるように、熱

血漫画をイメージさせるような表現とかレイア

ウト、いわゆる砕けた感じと申しますか、そう

いう形で作成されているなという印象を持って

おります。ホームページは、職員採用試験の受

験者を幅広く確保して、意欲ある人材を採用す

るための有力な広報手段であると認識しており

ます。このため、本県の職員採用案内ホームペ

ージは、平成11年度から作成しておりますが、

平成18年度からは公募型コンペ方式に変更いた

しまして、より多くのアイデアを募集した中か

ら決定をしているところであります。今年度の
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トップページは、宮崎県庁をバックに、これか

らの宮崎県を担っていく若手職員を前面に出す

ことによりまして、県職員のやる気をアピール

し、受験者の心をつかむようなキャッチコピー

を掲載するなど、受験者の興味を引き、試験情

報等をわかりやすく発信できるよう、工夫しな

がら作成したところであります。また、県職員

採用案内ホームページからの電子申請による受

験申し込みも、今年度は351件ございまして、年

々増加しております。今後とも、内容はもとよ

りでございますが、受験者の興味を引くような

表現やレイアウトなど、他県の事例も参考にし

ながら、職員採用案内ホームページの充実を図

ってまいりたいと考えております。以上であり

ます。

○満行潤一議員 時間が参りましたので、これ

で終わります。質問できなかったところもあっ

て、大変御迷惑もおかけしましたが、後は委員

会審査等で生かしていきたいと思います。どう

もありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、通告に従い、順次代表質問を

行ってまいります。知事を初めとして関係各部

長、教育長に答弁を求めます。

初めは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

この件に関しては２点伺うつもりでありまし

たが、実は昨日の代表質問で両方とも取り上げ

られたところであります。しかしながら、我が

党の考えやこれまでの取り組み、これを明確に

しておきたいとの思いがありますので、改めて

伺いたいと思います。

まず１点目に、来年度の子ども手当の財源の

一部を地方負担としたことに関して伺いたいと

思います。民主党マニフェストの目玉政策であ

った子ども手当は、当初、全額国費で実施する

はずでありましたが、迷走した結果、現在の児

童手当制度の枠組みを活用することで一応の決

着を見たところであります。要するに、公明党

が40年かけて拡充を重ねてきた児童手当の支給

額を増額したことになり、子ども手当の創設と

いうよりは児童手当の拡充ということでありま

す。児童手当は、昭和42年12月、千葉県の市川

市議会において、公明党議員が初めて創設を訴

えたものであります。この提唱によって、翌年

の４月から市川市において全国で初めて児童手

当制度が実現し、これがきっかけとなって、全

国各地で児童手当の実現を求める公明党員によ

る署名活動、議員による議会での質問が広が

り、昭和45年には全国の240の自治体で児童手当

が実施され、国会においても昭和43年に公明党

が他党に先駆けて児童手当法案を提出、昭和47

年１月から国の制度として実現させることがで

きたという歴史がございます。その後、財政負

担の増大を理由に、時の政府が児童手当の縮小

あるいは廃止を画策するたびに、存続と拡充を

訴え続けてきたのが我が党でありました。まさ

しく、児童手当の歴史は公明党の歴史の一つと

言っても過言ではない、我が党にとっては思い

入れの深いものでございます。

一方、民主党は、これまで４度にわたる児童
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手当の拡充法案を「バラマキ」などと批判し、

すべて反対してきた経緯があります。すなわ

ち、平成12年６月、支給対象を３歳未満から小

学校入学前までに拡大するとき、平成16年４

月、支給対象を小学校３年生修了まで拡大する

とき、平成18年４月、支給対象を小学校６年生

修了まで拡大し、あわせて所得制限も大幅に緩

和するとき、そして平成19年４月、乳幼児加算

を創設するときであります。であるにもかかわ

らず、民主党の今回のような対応を見ると、い

ささか首をかしげざるを得ないのであります。

いずれにしましても、児童手当制度の枠組みを

活用するということですので、地方自治体にも

財源の一部を負担させるままとなっておりま

す。この件に関しては、多くの首長が反発した

ことは既に報道されているとおりであります

が、全額国費対応から地方自治体にも負担を求

めることになったことに関し、知事はどのよう

な思いを持たれたのか、改めて伺っておきたい

と思います。

また、子ども手当制度の継続には、安定した

財源が当然のことながら必要であります。平

成23年度以降、満額の１人当たり２万6,000円を

支給する場合、５兆5,000億円の巨額な財源が必

要であり、一部には所得税増税の話も出てきて

いる中で、財源確保に関して知事はどのような

見解をお持ちなのか、あわせて伺っておきたい

と思います。

２点目は、永住外国人の地方参政権付与に関

してであります。今月９日、全国都道府県議会

議長会が主催する「永住外国人の地方参政権に

ついての各政党との意見交換会」が開催され、

宮崎県議会からも４人の議員が派遣されたこと

が報告されたところであります。この意見交換

会には、公明党、民主党、自由民主党、日本共

産党、社会民主党、国民新党から代表が出席

し、それぞれ見解を述べたようでありますが、

我が党は東順治副代表が地方参政権を付与すべ

きという立場で説明をしたところ、かなりのや

じが出て騒々しくなったと、司会者でなく副代

表みずからがたしなめる場面もあったと聞き及

んでおります。我が党は、永住外国人の生活実

態は日本人と全く変わらず、日本人と同じよう

に納税し、地域社会にも貢献しているというこ

とを踏まえて、これらの方々が望むならば、許

される範囲で日本国民に近い扱いがなされてし

かるべきという思いから、これまでにも永住外

国人地方参政権法案を５度にわたって提案した

経緯がございます。この問題、非常にデリケー

トであり、賛成、反対、いろんな意見があるこ

とは重々承知しておりますが、知事はどのよう

な見解をお持ちなのか伺っておきたいと思いま

す。

次は、平成22年度予算案に関して何点か伺っ

ていきたいと思います。

まず１点目は、新エネルギー普及への取り組

みについてであります。来年度予算案には、将

来的な課題の一つである低炭素社会の実現に向

けて、実に多くの事業が盛り込まれております

が、その中の新規事業の一つである太陽電池関

連産業集積促進事業、これは太陽電池パネルメ

ーカーのみならず、県内の企業が太陽電池パネ

ル周辺機器の分野に参画し発展できるよう、県

内企業に光を当ててくれた有効な事業であると

思います。この事業に関して、県としては具体

的にどのように取り組んでいくのか、まず商工

観光労働部長に伺っておきたいと思います。

新エネルギー普及に関して、もう一つ伺いた

いと思います。太陽光発電システムについてで

あります。これには、住宅用太陽光発電システ
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ム融資制度と太陽光発電システム導入促進事業

が示されているところでありますが、ここで

は、前者の融資制度について、これまでの実績

を県民政策部長に伺っておきたいと思います。

２点目は、安心こども基金についてでありま

す。この基金は、御案内のように、昨年度の第

２次補正予算に盛り込まれた、全国規模で1,000

億円の子育て支援対策臨時特例交付金から配分

された交付金を財源としたものでありました

が、子供を安心して育てることができるような

体制整備を行い、もって子育て支援の一助とな

るような実効性ある活用が図られることを期待

したところでありました。この件については、

ちょうど１年前にも質問したところであります

が、県としては、この１年間どのように取り組

んできたのか、福祉保健部長に伺っておきたい

と思います。

３点目は、小児救急医療電話相談強化事業に

ついて伺いたいと思います。運用日数が365日に

拡大されたということは前進ではありますけれ

ども、伺いたいのは、今回の結論に至るまで、

運用時間帯の拡大についてはどのような議論が

なされ、結果、現状維持にとどまってしまった

のか、福祉保健部長に伺いたいと思います。

次は、環境問題についてであります。

ことしは、国連が定めた「国際生物多様性

年」であるそうであります。生物多様性、ふだ

んは余り耳にすることもない言葉ではあります

が、「地球上のさまざまな生物が織りなす生態

系とそれを構成する種、さらにその起源となる

遺伝子の多彩さ」とのことで、要するにすべて

の生き物がバランスよく共存できている状態、

これを生物多様性と言うのだそうであります。

であれば、それを保全することが私たち人間の

生活を守ることにもつながるわけであります

が、この生物多様性の損失が現在、急速に進ん

でいるとのことで、その速度は、約6500万年前

には1000年に１種の割合だった損失が、現在は

年間で４万種が損失しているそうであります。

そのような中で、本年10月には名古屋市で約190

カ国が参加してのＣＯＰ10が開催されることに

なっており、絶滅の危機に瀕する野生動植物の

保全に向けての大きなきっかけになることが期

待されているところであります。日本にとって

大事な意識づけの年となる本年、我が宮崎県に

もしっかり目を向けたいと思います。本県の貴

重な野生動植物を守るために、知事はどのよう

に取り組んでいくお考えなのか、その思いを伺

いたいと思います。

次は、高齢者対策についてでありますが、ま

ずは昨年末、我が党が全国で実施した介護総点

検について紹介をしたいと思います。日本は現

在、世界に類を見ないスピードで超高齢社会に

突入しております。長寿を喜び、安心して暮ら

せる社会の実現、これがまさしく政治に求めら

れている最重要課題ではないかと思います。こ

のような高齢化の進展に対応するための新たな

政策立案の参考にするために実施したのが、介

護総点検でありました。公明党には現在、国会

議員、地方議員を合わせ、全国に3,000名を超え

る議員がいますが、昨年11月から12月にかけ、

「公明チーム3000」として、全国各地で一斉に

運動を展開したところであります。その内容

は、街頭アンケートの実施、介護事業者や介護

従事者、介護家族、介護される本人、市町村関

係者からの聞き取り調査などでありましたが、

全国で10万件を超える声を集約したところであ

ります。党としては、この調査結果をもとに、

高齢者が安心して老後を暮らせる社会の実現を

目指した提言も発表したところであります。総
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点検によって浮き彫りになったさまざまな改善

すべき点、また課題については、開会中の通常

国会において盛んに論議をされているところで

ありますし、その解決に向けて全力で取り組ん

でいくとともに、党として現在策定作業中の新

介護ゴールドプランに生かしていくことになっ

ております。ところで、寄せられた多くの御意

見の中に、認知症高齢者にかかわるものもあり

ました。当事者にとっては極めて切実な問題で

あります。ここでは、認知症高齢者を抱える家

族に対する支援体制が現在どのように行われて

いるのか、福祉保健部長に伺います。

高齢者対策の２点目は、音楽療法についてで

あります。高齢者施設では、刺激も少ない同じ

日常が繰り返されることにより、入所者が感情

や反応をあらわすことも鈍くなり、それに伴っ

て表情も乏しくなっていく傾向があるといいま

す。このようなときに音楽療法を行い、知って

いる歌を大きな声で歌ったり、音楽と一緒に体

を動かしたりすることで、脳などの心身が活性

化されていくというふうに言われております。

音楽療法はまさしく、音楽を聞いたり演奏した

りする際の生理的あるいは心理的効果を応用

し、もって心身の健康の回復・向上を図る行為

であると言えるようであります。この音楽療

法、大いに普及を図るべきではないかと考えま

すが、ここでは、県内における音楽療法士養成

への取り組み状況、そして音楽療法の施設への

導入状況はどうなっているのか、福祉保健部長

に伺いたいと思います。

次は、国民読書年についてであります。

ことしは、平成20年６月、衆参両院において

全会一致で決議された「国民読書年」でありま

す。このときの決議の内容を見てみると、人類

が生み出した「文字・活字」という崇高な資産

を発展させ、心豊かな社会の実現につなげてい

くことは国の重要な責務であり、そのために国

を挙げてあらゆる努力を重ねるというふうに宣

言をしております。ところが、来年度予算編成

に向けた政府の行政刷新会議の事業仕分けにお

いて、子供の読書活動を支援する事業が相次い

で「廃止」と判定され、予算案で大幅に縮小さ

れてしまったのであります。廃止とされたの

は、子どもの読書活動推進事業と子どもゆめ基

金の２つでありました。その後の予算編成作業

では、読み聞かせなどを行うボランティアに助

成してきた子どもゆめ基金の事業は、国立青少

年教育振興機構への交付金という形で継続され

ることにはなったところでありますが、一方の

子どもの読書活動推進事業のほうは、概算要求

の２億1,200万円が4,900万円に削られ、読み聞

かせを行うボランティアの育成事業などができ

なくなっております。決議は全会一致ですの

で、当然、民主党の皆さんも国を挙げてあらゆ

る努力を重ねていくことに賛同されたわけであ

ります。にもかかわらず、みずからそれに逆行

することに矛盾を感じないのか、いささか不思

議であります。「学校でやればいいことで、効

果が明確でないことに国費を使う必要はない」

と、仕分け人はこのようにのたまわれたそうで

ありますが、読書活動に代表されるような教育

分野、これは短期的な効果は見えないかもしれ

ない。しかし、国の将来を左右する重要な分野

であるということが、仕分け人にはわかってい

なかったのではないか。現政権のこのような対

応をどう思われるか、知事の見解をぜひとも伺

いたいと思います。

最後は、教育問題について２点伺います。

１点目は、ネットいじめに関してでありま

す。ますます進展する情報化社会の中で、子供
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たちを取り巻くネット関連の環境もだんだんと

悪化の一途をたどっております。インターネッ

トに絡む青少年の犯罪被害、またいじめなどが

頻発しております。そのような報道が後を絶た

ない。時代の流れには逆らえないかもしれない

けれども、パソコンも携帯電話もなかったころ

が、時々、郷愁を伴って懐かしく思い起こされ

るときがあります。私たちが子供のころも、確

かにいじめは存在していましたけれども、それ

は実態のあるものであり、現在のような姿の見

えない陰湿きわまりないネット上のいじめに苦

しんでいる子供たちがいると考えただけでも、

かわいそうであります。大人の責務として、守

ってやる体制の構築が重要でありますけれど

も、そのような中、県の教育委員会において

は、今年度初めてネットいじめ対策に取り組ま

れたと。そして、昨年の９月からは、目安箱サ

イトも開設されております。目安箱自体は、ま

だ半年と短いわけですが、このネットいじめ対

策推進事業全体にはどのように取り組み、どの

ような効果があったか、教育長に伺います。

２点目は、保護者からの学校に対する理不尽

な要求などについて伺いたいと思います。この

問題についても、１年前の代表質問で取り上げ

たところでありますが、発生状況はこの１年ど

うだったか、また、その時々の対応は的確に行

われたか、教育長に伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。その他

については、自席から質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

子ども手当についてであります。子ども手当

の財源については、鳩山総理も「全額を国で負

担する」と言われていたところでありまして、

来年度限りの暫定措置とはいえ、児童手当との

併給という形で実質的な地方負担が求められる

ことは、公約に反するものではないかと考えて

おります。私は従来から、子ども手当の財源は

国が全額負担すべきと主張してきたところであ

りまして、23年度以降の本格実施においては、

地方負担が残るようなことがあってはならない

と考えております。御案内のとおり、子ども手

当の本格実施には５兆円を超える財源が必要で

あり、社会保障関係費が増大する一方で、国の

税収が大幅に改善する見込みは薄く、そういう

状況の中で、子ども手当の財源を捻出すること

は容易なことではないと思います。しかしなが

ら、政権としての公約である以上、国民や地方

に負担を求めることなく、国の負担と責任にお

いて実行されるべきと考えておりますが、それ

が難しいということであれば、財源の確保策を

含めた対応の考え方を明らかにして議論すべき

であると考えております。

続きまして、外国人の地方参政権についてで

あります。永住外国人の地方参政権に関しまし

ては、さまざまな経緯や考え方があることは承

知しておりますが、我が国の制度の根幹にかか

わる重要な事項だと認識しております。このた

め、基本的には平成７年の最高裁判決を尊重す

べきだと考えておりますが、地方の意見も十分

踏まえた上で、国会において十分議論し、結論

が出されるべきものだと考えております。

次に、野生動植物の保護についてでありま

す。「太陽と緑の国」と呼ばれる本県には、約

１万種と言われる多くの野生動植物が生息して

おりますが、これらの野生動植物は人類生存の

基盤であり、それらをはぐくむ自然環境を保護

し、次の世代に引き継いでいくことは、私たち

にとって重要な使命と考えております。私は県
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外で本県をＰＲする際には、この豊かな自然環

境に恵まれた宮崎県にぜひお越しくださいと御

案内しておりますが、近年、本県においても、

開発や乱獲などにより、多くの動植物が絶滅の

危機にさらされるなど、生物多様性が脅かされ

ております。私といたしましては、こうした現

状を踏まえ、「宮崎県野生動植物の保護に関す

る条例」に基づき、県民の皆さんと一体となっ

て、生物多様性の保全に向けた取り組みを進め

ますとともに、本県の豊かな自然環境を貴重な

地域資源として生かした魅力ある地域づくりを

進めてまいりたいと考えております。

子供の読書活動についてであります。国の平

成22年度予算案につきましては、子供が自主的

に読書活動を行うことができるよう、普及啓発

や情報提供のための措置が講じられております

が、総額としては、御指摘のような状況が見ら

れます。私は、子供たちにとって読書活動は、

感性を磨き創造力を高めながら、人間性を豊か

にし、より充実した人生を送る上で欠かせない

ものであると思っております。また、相手に対

する思いやりの心や生命をとうとぶ心などをは

ぐくみ、豊かな人間関係を醸成する上でも大き

な役割を果たすと考えております。したがいま

して、あすの宮崎や日本を担うかけがえのない

子供たちの健やかな成長や人格形成に大きな影

響を与える読書活動の推進は、極めて大切なこ

とであると考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

住宅用太陽光発電システム融資制度について

であります。この制度は、昨年１月に国が住宅

用システムに係る補助制度を開始したことを受

けまして、県としても、資金調達の面からこれ

を支援する目的で、金融機関の御協力をいただ

き、昨年４月に低利の融資制度を創設したもの

であります。融資実績につきましては、ことし

１月末までの10カ月間で73件、１億5,474万円と

なっております。今後とも、国・県の住宅用シ

ステムの補助制度とあわせまして、太陽光発電

の普及促進を図り、世帯普及率全国１位を目指

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、安心こども基金についてであります。

本基金につきましては、安心して子供を生み、

育てられる社会づくりを進めるため、平成20年

度に造成したものであり、今回の２月補正での

積み増しを含め、総額28億円余となるところで

あります。今年度の基金事業につきましては、

「保育サービス等の充実」としまして、保育所

の改築整備や放課後児童クラブの施設整備及び

認定こども園の運営費補助などを行っておりま

す。また、「すべての子ども・家庭への支援」

としまして、ＮＰＯ等の地域子育て活動の立ち

上げ支援などを行っており、さらに「ひとり親

家庭等への支援の拡充」としまして、技能習得

等への給付金の支給も行っているところであり

ます。

次に、小児救急医療電話相談事業の運用時間

帯の拡大についてであります。この事業は、救

急患者の中でも夜間の利用の多い小児の救急に

ついて、保護者等から電話相談を受けることに

より、その不安を軽減するとともに、小児救急

医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科

医の負担を軽減することを目的として、平成17

年度から実施しております。現在、土日祝日と

年末年始の19時から23時まで看護師等が相談に

当たっており、相談件数も年々増加してきてお
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ります。このようなことから、平成22年度から

相談日数を365日に拡大することとし、相談日の

増加に対応した小児科医や看護師など人員体制

の確保について、１年以上前から、本事業の委

託先である県医師会と協議を行い、ようやく実

施できる見込みとなったところであります。御

質問にありました運用時間帯の拡大について

は、さらなる人員確保や財政負担を必要とする

問題でもありますので、今後の研究課題と考え

ております。

次に、認知症高齢者を抱える家族に対する支

援体制についてであります。県としましては、

家族の方に対する支援体制の充実を図るため、

平成19年度から２年間、社団法人認知症の人と

家族の会宮崎県支部に委託し、電話相談や家族

同士の交流を促進する事業などに取り組んだと

ころでございます。こうした取り組みの結果、

現在は、この家族の会が中心となって、県内３

カ所で24時間対応可能な専用電話による相談を

受けるとともに、必要に応じて地域包括支援セ

ンター等関係機関につなぐなど、家族に対する

支援を行っております。

次に、音楽療法士についてであります。県内

における音楽療法士の養成につきましては、宮

崎学園短期大学の音楽科と保育科において、２

種資格の音楽療法士の養成が、また、専攻科に

おいて、より専門的な１種資格の養成が行われ

ております。また、施設への音楽療法の導入状

況につきましては、現在把握している範囲で

は、約20の高齢者や障がい者などの施設で取り

組まれているところでございます。これらの施

設のうち、音楽療法士の有資格者のいない施設

におきましては、宮崎音楽療法士研究会から療

法士の派遣を受け、取り組みが行われておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

太陽電池関連産業集積促進事業についてでご

ざいます。本事業は、世界最大級となる太陽電

池パネルメーカーの工場立地や、全国有数の太

陽電池研究拠点であります宮崎大学等が存在す

る利点を生かし、産学官の参加により設立しま

した太陽電池関連産業振興協議会において、地

場企業の新規参入、研究開発、人材育成等の取

り組みを推進するものでございます。具体的に

は、まず、企業参入の支援として、太陽電池関

連メーカーの技術者等を招聘しての新規参入や

技術向上のための研究会を開催するほか、国際

太陽電池展への出展や県外メーカー・工場の訪

問、商談会等を実施することとしております。

また、研究開発の支援では、県内外の企業や大

学、公設試験研究機関等が取り組む太陽電池関

連技術の研究や、太陽電池を活用した製品等の

研究開発を促進することとしているところでご

ざいます。さらに、人材育成では、宮崎大学等

と連携しまして、理工系の学生や企業の技術者

等を対象に、専門性を持った高度な人材を育成

していくこととしております。このほか、太陽

光発電の普及・利用も、産業集積を図る上で大

変重要でありますので、これらの施策とも連携

を図りながら、事業を推進してまいりたいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、ネットいじめ対策推進事業の効果につ

いてであります。本事業は、コンピューターや

携帯電話によるネット上のいじめなどの諸問題

の解決と情報モラルの向上を目的として、本年

度から始めたものであり、４つの取り組みを柱

としております。具体的には、１つに、相談・
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通報窓口としての目安箱サイトの設置、２つ

に、県内30校のサイバーパトロール実践協力校

の指定、３つに、ＩＴ専門家やＰＴＡ、警察等

の関係機関を加えたネットいじめ対策会議の実

施、４つに、教師や保護者等を対象とした研修

会、講習会の実施であります。このうち目安箱

サイトについては、１月末現在、2,000件を超え

るアクセスがあり、そのうち、問題サイトの通

報や誹謗中傷の書き込みの削除依頼など、具体

的な投稿が34件ありました。この中には、県内

の中学生が実名で誹謗中傷されているとの書き

込みの情報提供があり、それを受けて、県や関

係教育委員会と学校が連携して対応し、ネット

上のいじめ被害の拡大を未然に防いだ事例が報

告されるなど、効果が上がっているものと考え

ております。

次に、保護者からの理不尽な要求の状況と対

応についてであります。今年度の状況といたし

ましては、学校や市町村教育委員会から報告の

あった中に、例えば、教師の児童生徒に対する

指導に不満を持った保護者が、１日のうちに何

回も学校に電話をし、同じことの説明を何度も

要求したり罵声を浴びせたりすることや、学級

担任や管理職を深夜に自宅に呼びつけたりする

事例がありました。このような場合には、通常

は、学校と関係教育委員会が綿密な連携をとり

ながら対応を行っているところでありますが、

法律に基づく考え方などが求められる場合な

ど、自力解決が困難であると判断したケースに

ついては、弁護士や関係機関と連携して問題の

解決に当たったという報告も受けております。

以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。何点か伺っていき

たいと思います。

まず、太陽電池関連産業集積促進事業に関し

てであります。先ほどの答弁の中では余り詳し

く述べられてはおりませんでしたけれども、こ

の事業の主体となるのは、昨年の10月に設立さ

れた太陽電池関連産業振興協議会という組織の

ようでありますが、県としては、この協議会が

どのような成果をもたらすことを期待されてい

るのか、まずその点を商工観光労働部長に伺い

たいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 太陽電池

産業は、今後も成長が期待される分野でござい

ます。太陽電池パネルの製造は、大手メーカー

の技術や資本力が必要でありますが、例えば、

インバーターや蓄電池などの周辺機器や太陽電

池の製造装置に係る部品関係、パネルを使った

応用製品、さらにはパネル設置や施工といった

分野では、県内中小企業の参入の余地があると

考えておりまして、これを支援することによ

り、本県に太陽電池関連産業が集積することを

期待しているところでございます。また、人材

育成の分野では、育成しました技術者が昭和シ

ェルソーラーを初めとする太陽電池メーカーや

関連産業に就職するような状況が生まれること

を期待しておるわけでございます。また、研究

開発では、産学官が連携しまして、例えば、農

業分野での太陽電池の活用など応用的な分野で

の研究、さらには周辺機器分野での新製品の開

発等に取り組んでいただきたいと考えておりま

す。これらの取り組みがさらに発展することに

よりまして、本県における太陽電池の製造、研

究の拠点形成が進み、「みやざきソーラーフロ

ンティア構想」の実現に寄与し、新産業の集積

による本県経済の活性化が図られるものと期待

しているところでございます。以上でございま

す。
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○新見昌安議員 ぜひともそのような活性化が

図られることを、大いに期待するところであり

ます。

ところで、県内には、本当にすぐれた特許を

取得しながらも資金力が乏しく、そういった特

許を有効に活用できていない企業も存在してお

ります。花が開かないどころか、芽さえ出ない

というところもございます。しかし、ソーラー

フロンティア構想の実現に大いに貢献できる可

能性を秘めてもおります。これは知事に要望し

たいんですが、今議会の開会日に所信の中で述

べられた「本県の高い潜在能力を引き出し、最

大限に活用する」ということに、全力で取り組

んでいただきたいと思います。潜在しているも

のをしっかり見つけ出すために御尽力いただき

たいというふうに思います。

次に、太陽光発電システム導入促進事業に関

して伺っていきたいと思います。今週月曜の地

元紙に、今年度の補助金が22日で期限切れを迎

え、駆け込み工事が続々行われているという報

道がなされておりました。このときの記事によ

れば、23日以降に補助金を受けるには、４月以

降に再度申請をしなければならないということ

でありました。「せっかく申請したのに」とい

う思いを持たれた県民の方もいらっしゃったの

ではないかと思います。申請したのに交付決定

に間に合わなかったと、こういった場合、県の

補助はどうなるのか、県民政策部長に伺いたい

と思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 住宅用太陽光

発電の補助金についてでありますけれども、こ

れについては、年度ごとの会計処理期限があり

ますことから、申請期限を１月29日、工事完了

期限を２月22日としたところであります。申請

のあった案件につきましては、できる限り速や

かに工事に着工できるように迅速な処理に努め

ておりまして、補助の条件であります国の交付

決定が整わないものを除いて、すべて交付決定

を行っております。その一方で、全国的に設置

件数が伸びていることを受けまして、パネルの

入荷が間に合わず、工事自体がおくれるといっ

たケースが予想されましたので、このような場

合については、来年度の申請を検討していただ

くように、設置業者に対して十分に周知を行い

まして、県の補助金を受けられなくなることが

ないように対応してきたところでございます。

○新見昌安議員 また、同じ記事によれば、申

請後、国の審査に約１カ月、県の審査に約３週

間かかるということでありました。これはちょ

っとばかし時間がかかり過ぎるのではないかと

いうのが、正直な感想であります。県のホーム

ページに、補助金交付事務のフローというもの

が紹介されているんですけれども、それを見る

と、事務処理がかなり煩雑になっているような

感じがします。これが交付決定に時間がかかる

要因になっているのではないかと考えますが、

せめて県にかかわる部分だけでも事務処理の簡

素化はできないものか、同じく県民政策部長に

伺いたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 県の補助制度

の手続につきましては、基本的に国の補助制度

に準じた形としており、県の補助に添付する書

類につきましても、国への提出書類の写しを使

えるようにして県独自の書類を極力減らすな

ど、できる限り申請者に負担がかからないよう

に工夫したところでございます。また、国・県

の補助金受付窓口を一本化するなどいたしまし

て申請者の利便性にも配慮するとともに、条件

を満たした適正な申請に対しては速やかな交付

決定に努めてきたところであります。今後と
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も、適正な補助金交付事務の執行にも留意しつ

つ、手続の迅速化に努めてまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 わかりました。今後のもしも

の話で答弁しづらいと思いますので、要望にと

どめておきたいと思います。新年度の取り組み

でも、また予算枠をオーバーするような事態が

起こる可能性もありますが、そういったときに

は、新エネルギーの普及促進に資するという観

点からも、今年度と同じような取り組みを、ぜ

ひともお願いしたいというふうに思います。

次に、安心こども基金事業について伺いたい

と思います。来年度、安心こども基金を活用し

ての新事業が幾つか計画をされております。そ

の内容を見てみると、子育てを支援するものと

して有効な事業ではあるというふうに考えます

けれども、基金を活用できるのは平成22年度ま

でと聞いております。来年度実施する事業への

取り組み、そして23年度以降の事業を軌道に乗

せるために、県としてはどういった支援をこれ

からしていこうと考えておられるのか、福祉保

健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年度に

おきましても、保育所整備のほか認定こども園

への運営費補助、さらには地域で子育て活動を

行っている民間団体への支援やファミリーサポ

ートセンターの広域化などに充当することとし

ております。また、これらの事業は、実施期限

が22年度までとなっておりますことから、市町

村に対しまして、既存の国の補助制度の活用な

どについて、助言指導を行っているところであ

ります。なお、ひとり親家庭への支援のための

技能習得に要する給付金事業につきましては、

例外として実施期限が26年度末までとされてお

ります。県といたしましては、引き続き、市町

村等と連携しながら、基金の有効活用や23年度

以降の円滑な事業の実施を図ってまいりたいと

考えております。以上でございます。

○新見昌安議員 この事業については、本当に

市町村との連携が大事ですので、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、小児救急医療電話相談強化事業につい

て伺いたいと思います。厚生労働省は、♯8000

について、全国の実施状況を日本地図と県別一

覧表という形でホームページ上に公開・表示し

ております。それを見てみると、未実施は沖縄

県だけ、残りの46都道府県中、平日実施をして

いなかったのは、実は青森県と宮崎県だけだっ

たんですね。今回、宮崎県が365日対応すること

によって、辛うじて最下位に落ちることは免れ

たわけですけれども、一方、以前質問でも取り

上げたことのある携帯電話からの♯8000、これ

は46都道府県中、対応していないのは本県だけ

だったんですね。ホームページの日本地図上

に、宮崎県だけが「携帯不可」ということで、

オレンジ色で目立つように表示してありまし

た。沖縄以外の全県でできているわけですか

ら、システム的にはそんなに難しいことではな

いんじゃないか、ぜひ一回見てもらって対応し

ていただきたいというふうに要望しようと思っ

ていたんですが、実はつい先日、対応していた

だいたということで、一応ほっとしたところで

あります。であるなら、一刻も早く厚生労働省

に連絡して、この目立つオレンジを、ほかの県

と同じようにしてくださいと要望してくださ

い。あわせて、県のホームページ上もまだ何も

修正がしてありませんので、これも至急変更し

ていただいて、子育て真っ最中の親御さんにも

しっかり周知を図っていただきたいというふう

に思っております。
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次に、来年度予算案に盛り込まれた雇用対策

について伺いたいと思いますが、先ほど壇上

で、介護総点検ということを紹介いたしまし

た。実は同じく昨年の12月に、私たち公明党の

青年委員会が中心となって、若者の雇用総点検

というものも実施したところであります。ここ

では、若者の就労支援拠点であるジョブカフ

ェ、それと合宿型の就労支援を提供する若者自

立塾への聞き取り調査を実施したところであり

ます。全国のジョブカフェ87カ所ありますが、

このうちの24カ所、若者自立塾30カ所中10カ所

から回答を得ました。その結果を踏まえて、政

策提言ということで発表もしているところで

す。この中身は、国に対する提言が多くを占め

ている中で、地方にかかわるものについては、

今回示された県の来年度予算案に雇用対策関連

事業ということで盛り込まれておりますので、

私たちもこの関連事業はしっかり実効あるもの

となるように期待をするところであります。そ

ういったことを踏まえて、ここではジョブカフ

ェ―宮崎県ではヤングＪＯＢサポートみやざ

きと言いますけれども―さらなる活用を図る

観点から、何点か伺いたいと思います。まず１

点目ですが、本県では、ヤングＪＯＢサポート

みやざきの出先機関あるいは市役所などへの出

張相談は実施されておりますけれども、高校に

は出張相談は実施されておりません。ジョブカ

フェには高いスキルを持った専門の相談員がい

らっしゃいますので、そういったスキルを教育

機関のほうにも提供していくべきではないかと

考えますけれども、商工観光労働部長の見解を

伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県のヤ

ングＪＯＢサポートみやざきでは、現在、宮崎

市と延岡市に設置しました窓口での対応のほ

か、相談者の利便を図るため、毎月１回、都

城、日向、日南、小林における出張相談を行っ

ております。また、ニーズに応じまして、大学

等への出張相談も実施しているところでござい

ます。御質問の高校への出張相談につきまして

は、高校生が職業を選択するに当たり、ヤング

ＪＯＢサポートみやざきに配置しております専

門相談員の助言を受けることは大変有意義だと

思っておりますので、県教育委員会と連携を図

りながら、ニーズを踏まえまして適切に対応し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 前向きに取り組まれようとさ

れていると評価をいたします。

次に、県の教育委員会が実施しているキャリ

ア教育、ここにもジョブカフェから積極的に参

加してはどうかと思いますけれども、同じく商

工観光労働部長に伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきでは、これまで高校生ビ

ジネスマナー講習会、保護者セミナー、こうい

うものを各高等学校において開催しているとこ

ろでございます。また、教育委員会と一緒にな

って高等学校進路指導担当者セミナーを実施し

ておりまして、キャリア教育支援を行ってきた

ところでございます。今後とも、県教育委員会

と連携を図りながら、キャリア教育の支援に努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○新見昌安議員 若者の雇用対策の最後ですけ

れども、大学とジョブカフェとの連携、これも

しっかり密にしていくべきだと考えますが、ま

た部長に答弁をお願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきでは、大学等において

も、就職活動の方法や面接、ビジネスマナーな
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どを内容とする就職活動支援セミナーの開催、

また大学等の要望に応じた出張相談も行ってい

るところでございます。また、学生向けのセミ

ナーの助言者として、大学生に参加していただ

いているところでもあります。今後とも、大学

等と連携を図りながら、大学生等のニーズに応

じた就職支援を行ってまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 大学との連携はとられている

ということでありますけれども、今回実施した

総点検の中で、今後、大学新卒予定者の相談窓

口の設置、これを検討している施設もあるとい

うことがわかったものですから、お聞きしたと

ころでありました。その背景には、大学を卒業

後、出身大学の就職課へ相談もできない、情報

収集や就職自体も困難な例もあるということ

で、要するに在学中からきめ細かな就職支援が

受けられるようにしたいという思いもあるよう

であります。これについては先例もありまし

て、岩手県立大学には「ジョブカフェいわて」

の出張所が設けられております。そのほか、山

口大学や琉球大学でも、キャンパス内にジョブ

カフェが設置されているようであります。これ

については、確かに人的な配置、人的な面の問

題もあります。それは十分承知しておりますけ

れども、今後検討していただければというふう

に要望しておきたいと思います。

次に、国際生物多様性年について伺っていき

たいと思います。実は、生物多様性基本法とい

う法律が平成20年６月に施行されております。

この法律は、先進国の中では初めてつくられた

というものであり、この中には、公明党の主張

で、温暖化対策との連携、戦略的な環境アセス

メント、予防原則といったものも盛り込まれて

おりまして、保全への効果も期待されていると

ころでありますけれども、地方公共団体の責務

あるいは生物多様性地域戦略、こういったもの

も定めるように求めております。この法律に基

づいて、我が宮崎県ではこれまでどのように取

り組んできたのか、また今後どのように取り組

んでいかれるつもりなのか、環境森林部長にお

伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県では、平

成18年４月に「宮崎県野生動植物の保護に関す

る条例」を施行いたしまして、原則、捕獲や採

取を禁止する指定希少野生動植物を42種指定す

るとともに、県内各地域に希少野生動植物の監

視や啓発等を行う94名の野生動植物保護監視員

を委嘱するなど、野生動植物の保護に取り組ん

できたところでございます。先生がおっしゃっ

たように、平成20年６月に生物多様性基本法が

施行されたことを受け、県ではこれまで、県自

然環境保全審議会等におきまして、制定の背景

や趣旨を説明するなど周知に努めてきたところ

でありますが、来年度には動植物の専門家で構

成する検討委員会を設置いたしまして、生息地

の保全や野生動植物の保護管理等を定めた生物

多様性地域戦略の策定に取り組むこととしてお

ります。

○新見昌安議員 宮崎県においては、平成12年

にいち早く県版のレッドデータブック、20年に

はレッドリスト改訂版、こういったものを策定

されております。先進的に取り組まれてきたと

いうふうに評価をしているところでございます

けれども、こういったものについて、県民に対

してどのように周知を図ってきたのか、また保

護対策にはどのように取り組んできたのか、ま

た成果はどうだったか、同じく環境森林部長に

お伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の宮崎県
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版レッドデータブックにつきましては、各市町

村の図書館や小学校、中学校などの教育機関等

へ配布するとともに、平成20年に改訂いたしま

したレッドリストを県ホームページなどで公表

するなど、県民への周知に努めているところで

ございます。また、具体的な保護対策といたし

ましては、「宮崎県野生動植物の保護に関する

条例」に基づき、希少動植物が多数生息し、地

域住民による保護が行われております延岡市

家田・川坂湿原など４地区を重要生息地に指定
え だ

するとともに、地域住民を対象に講演会を開催

するなど、県民と一体となった活動に取り組ん

でおるところでございます。こうした取り組み

を通しまして、地域住民に身近に生息する希少

な動植物を知ってもらいながら、保護活動に関

して理解を深めてもらうことで、住民による自

主的な保護活動が活発化してきておるところで

ございます。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

次に進みたいと思います。高齢者対策につい

てであります。これは介護総点検の調査の中で

聞いた話ですけれども、介護支援専門員（ケア

マネジャー）の資格更新に関することについて

であります。調べてみますと、平成18年４月の

介護保険法一部改正に伴って、更新制度が導入

されているようであります。５年ごとに資格更

新のための研修を受講しなければならないとい

うことになっておりますけれども、受講時には

お金が要ると、この負担が大きいというふうに

感じていらっしゃる方もいるようであります。

考えてみますと、介護支援専門員は介護保険制

度のかなめでありますし、キーパーソンである

と思います。その職務の重要性にかんがみて、

介護支援専門員の資格更新時に要する費用の軽

減はできないものか、福祉保健部長にあえてお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護支援専門

員更新研修は、介護支援専門員として必要な知

識、技術の向上及び専門職としての能力の保持

・向上を図ることを目的として、５年に１回受

講することとされております。介護支援専門員

の資格は、介護支援の業務を継続する上で必要

不可欠であること及びあくまでも個人が有する

資格であることから、当該研修に係る費用につ

いては、相応の額を負担していただいておりま

す。現在、研修受講料の算定に当たっては、研

修テキスト代や会場使用料など、受講者自身が

負担していただくことが適当と思われる経費を

積算して決定しており、九州各県の平均と比較

しても低い額となっておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

○新見昌安議員 わかりました。

同じく、高齢者対策に関連してでありますけ

れども、音楽療法について伺いたいと思いま

す。兵庫県では、この音楽療法が盛んに行われ

ているということだそうです。この原点となる

出来事は、15年前の阪神・淡路大震災だそうで

あります。避難所で自然に歌声が起こってき

た、それが被災者を励まして、傷ついた心をい

やしてくれた。この震災での経験が契機となっ

て、平成11年から兵庫県では独自の音楽療法士

認定制度をスタートさせております。また、音

楽療法の普及と音楽療法士の活動の場を確保す

るために、音楽療法導入促進事業というものも

創設しているようであります。この導入促進事

業の補助の対象となるのは、音楽療法を週に１

回、月２回以上、そして半年以上継続して行う

医療・福祉施設で、その内容は、１回当た

り2,500円を限度に、音楽療法士に払う謝金の２

分の１を補助するというようなものです。補助
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の期間は半年以上１年以内ということで、毎

年、兵庫県では、約100施設がこの導入促進事業

を利用しているというようなことです。高齢者

や障がい者の心身機能の改善、これに効果があ

るというのは言われておるところでございます

ので、九州各県に先駆けて、本県も音楽療法を

導入するような取り組みを積極的にやってはど

うかというふうに考えますけれども、福祉保健

部長に見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 音楽療法は、

施設利用者の実態にあわせて行われる療法の中

の一つでありまして、心身機能の改善や生活の

質の向上に有効とされております。現在、県と

しましては、県社会福祉研修センターにおける

施設職員に対する研修の中で、音楽療法の手法

も取り入れた研修を実施しているところであり

ます。今後とも、この研修を通じて、施設に音

楽療法を紹介してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 次に、国民読書年についてで

あります。県においては、平成16年３月に、子

ども読書活動推進計画を策定されております。

そして、全県的に子供の読書活動を推進してこ

られておるわけですけれども、現在の取り組み

状況はどうなっているのか、教育長にお伺いを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 「宮崎県子ども読書

活動推進計画」は、読書環境の充実や読書活動

推進の普及啓発等を基本方針として、お話にあ

りました平成16年３月に、３カ年計画として策

定したものでありますが、現在もこの基本方針

の趣旨を踏まえて、各種の取り組みを行ってい

るところであります。主なものとして申し上げ

ますと、保護者や地域住民の方々を対象とした

取り組みとして、読書の重要性に関する講話や

読み聞かせ等の技術向上に関する実技講習会な

どの学習機会を提供することにより、読書環境

の整備充実に努めております。学校における取

り組みとしては、全校一斉の読書活動やボラン

ティア団体による読み聞かせ等を行い、子供が

読書に親しむ機会の充実に努めております。ま

た、県立図書館における取り組みとして申し上

げますと、４月23日の子ども読書の日を中心に

行われる「こどもの読書週間」記念行事や、10

月の読書週間に実施しております「みどりの図

書館フェスタ」を通しまして、子供の読書活動

の意義や重要性について普及啓発に努めている

ところであります。

○新見昌安議員 それではもう一点、国民読書

年の本年における県の取り組み、行事などはど

のような計画があるのか、同じく教育長に伺い

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 読書に対する国民の

意識を高めるために、お話にありましたよう

に、本年が国民読書年と決議されていることを

踏まえ、本県におきましては、平成22年度にお

いて、その趣旨に沿った取り組みを４点ほど考

えております。具体的には、１点目は、子供の

読書活動を推進する新たな方策を示し、また、

関係機関との連携を強化するために、第２次宮

崎県子ども読書活動推進計画を策定することと

いたしております。２点目に、子供の読書活動

の意義や重要性について県民の理解を深め、社

会全体で読書活動を推進する機運を一層高める

ためのフォーラムを開催することにいたしてお

ります。３点目に、読書活動を推進する人材の

育成を目的として、読み聞かせ等に関する専門

的な技術講習を県内の各地域で実施することと

しております。４点目に、県立図書館におきま

しても、移動図書館車「やまびこ」で、子育て
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支援センターを訪問して、乳幼児に対する読み

聞かせ等を実施するなど、読書活動の視点から

子育て支援を行うことにいたしております。こ

れらの取り組みによりまして、学校・家庭・地

域が一体となった全県的な読書活動推進の機運

が醸成されるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 先ほどの答弁でありました第

２次の子ども読書活動推進計画、この策定が非

常に大事になってくるんじゃないかと思います

ので、早急に計画を立てていただきたいという

ふうに思います。

次に、ネットいじめについて伺いたいと思い

ます。先ほどの答弁で、サイバーパトロール実

践協力校、県内に30校というふうにお聞きしま

した。これら30校の選定基準あるいは活動して

もらうのはどのくらいの期間なのか、活動状況

はどういったことをやられているのか、同じく

教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） サイバーパトロール

実践協力校につきましては、誹謗中傷の書き込

みなどネット上のいじめ被害が、中学生や高校

生に多いことなどから、中学校から20校、高等

学校から８校を、さらに幅広く情報を収集する

ために、小学校と特別支援学校からも各１校を

加えて、地域バランスにも配慮しながら30校を

指定しているところであります。実践協力校の

指定期間は１年間となっており、これまで、ネ

ット上のいじめ等の諸問題に対する校内指導体

制を整えるとともに、日ごろの生徒指導の中で

得られた誹謗中傷の書き込みやチェーンメール

によるトラブルなどの情報を、県教育委員会へ

報告してもらっているところであります。

○新見昌安議員 ネットいじめの現状を知ると

いうこと、そして対策を練っていくというこ

と、そのためにはたくさんの情報が必要になっ

てくるんじゃないかと思います。子供たちやそ

の保護者に、目安箱サイトへ積極的に情報を提

供してもらわなければならないというふうに思

いますけれども、これについてはどのように取

り組んでおられるのか伺います。

○教育長（渡辺義人君） 目安箱サイトの活用

について広く周知するため、昨年９月に、県内

すべての児童生徒及びその保護者に対し、パン

フレットを配布いたしますとともに、12月に

は、従来配布しておりました電話相談に関する

カードに、目安箱サイトの接続先等を新たに記

載し、すべての児童生徒が相談や情報提供をし

やすくするような配慮をしたところでありま

す。また、親と子のインターネット講座や教師

・保護者向け教育講演会におきまして、投稿す

る方法を具体的に説明するとともに、他の児童

生徒や保護者に対する紹介をお願いしたところ

であります。現在、保護者用の啓発資料、教師

向けのリーフレットを作成しているところであ

りますが、その中でも目安箱サイトへの気軽な

相談や通報について協力をお願いする予定であ

り、今後も、あらゆる機会を通じて周知に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○新見昌安議員 情報収集に取り組まれている

ということは理解できました。ただ、情報提供

を待つシステムでは、おのずと限界が出てくる

んじゃないかというふうに思います。他県で

は、民間企業などの専門家に委託して、ネット

パトロール等で積極的に監視しているといった

例もあるようであります。本県でも同様の取り

組みをすべきじゃないかというふうに思います

が、この点についても教育長の見解を伺いたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県のネットいじめ
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対策推進事業におきましては、ネットパトロー

ルにかわる取り組みとして、早期発見・早期対

応の視点から、目安箱サイトへの投稿や実践協

力校からの生の情報提供などにより、ネットい

じめや学校裏サイトなどの状況を把握しますと

ともに、問題のあるサイトの監視や書き込みの

削除支援などの助言指導を行っているところで

あります。このような問題解決を図る取り組み

を進める一方で、この事業は、未然防止の取り

組みも重要な課題としてとらえておりまして、

児童生徒及び保護者を含めた情報モラルの向上

を目指しているところでもあります。具体的な

取り組みといたしましては、子供や保護者、教

師を対象とした講習会や研修会の中で、例え

ば、友達の悪口を書き込まない、うその情報を

発信しない、個人情報を流さないなどの情報モ

ラルに対する意識の高揚を図り、子供を加害者

にも被害者にもさせないための取り組みに力を

入れているところであります。御提言の、民間

企業等へ委託してのネットパトロールにつきま

しては、他県でそのような事例が一部ございま

すけれども、実施に多額の経費が見込まれるこ

と、それから、パスワード設定によるアクセス

困難なケースがあるなどの課題があると承知い

たしておりますので、慎重な見きわめが必要で

あると考えております。以上です。

○新見昌安議員 本当に理想は、こういった情

報モラル教育が徹底されて、こういった目安箱

サイトも不要になるのが一番いいというふうに

思いますので、それに向けて御努力をお願いし

たいと思います。

次に、保護者からの理不尽な要求に関して、

何点か伺っていきたいと思います。これは、あ

る調査ということでとどめておきたいと思うん

ですが、苦情の増加の原因を職種別に見たとき

に、教職員は他の職種の人と比べて、原因は相

手―この場合は、教育現場の場合は保護者で

すね―にあるというふうにとらえる傾向があ

る。こちら側の配慮不足と受けとめる割合が少

ないという調査結果がありました。この調査結

果によれば、例えばこちらの配慮不足というふ

うにとらえる割合が、金融機関では60.1％、流

通が61.5％であるのに対して、教育現場で

は31.2％、逆に相手の勘違いととらえる割合

が、教育現場では30.0％であるのに対して、金

融は22.2％、流通は16.2％というような結果に

なっております。これを見る限り、教育現場で

は、自分に甘く他人に厳しい傾向があるのかな

とも思いますけれども、こういった結果につい

て、教育長は正直どんなふうに考えられるかお

伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校に寄せられる苦

情や相談の背景といたしましては、基本的には

我が子を思う保護者の強い願いや学校の初期対

応の不十分さなど、さまざまな場合が考えられ

ると思います。御質問の中にありました調査の

結果につきましては、子供を立派に育てたいと

いう思いや願いは共通しているものの、教師に

は教師の、保護者には保護者の、それぞれの見

方、立場が影響しているのではないかなと思い

ますけれども、教師側の対応がどうであったの

かという謙虚な視点の大切さも示唆しているの

ではないかというふうに受けとめております。

学校におきましては、今後とも、保護者の気持

ちや訴えをじっくりと聞き、誠意を持って対応

することが肝要であり、保護者と教師がともに

力を合わせながら子供を育てていくという、あ

くまでも子供を中心とした双方向での連携・協

力が欠かせないというふうに考えております。

以上です。
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○新見昌安議員 教育委員会の来年度の新規事

業に、学校経営のための法律相談事業というも

のがありました。予算的には165万円ほど計上し

てありました。これを見る限りでは、弁護士に

支払う相談料かなとも思いますけれども、この

事業の具体的な内容についてお示しをいただき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 学校経営のための法

律相談事業は、多様化する保護者や地域住民か

らの要望に対応するために、学校だけでは解決

困難な問題に対して、学校が弁護士に気軽に相

談できるシステムをつくるものであります。事

業内容といたしましては、学校が解決困難な問

題を、県が依頼する３人の担当弁護士に相談し

て、法的な判断や助言を受けながら、迅速かつ

適切に対応し、問題の早期解決を図っていくも

のであります。

○新見昌安議員 いろんな研修とか法律相談を

充実させることも、本当に大事です。ただ、今

の若い先生たち、マニュアル世代の先生であり

ますので、いろんな対処法をアドバイスするよ

うな手引書、こういったものを個々人に持たせ

たらどうかというふうに思いますけれども、教

育長の考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 保護者や地域住民か

らの理不尽な要求に的確に対応するためにも、

教職員の参考となる何らかの資料を整備するこ

とは大切なことだと考えております。県教育委

員会におきましては、昨年８月に公立中学校長

研修会を実施いたしましたが、その折に、各学

校から出されました解決困難と思われる事例に

対して、弁護士から一つ一つ丁寧に回答をいた

だき、それらを事例集としてまとめ、すべての

県立学校に配付したところであります。今後に

つきましても、ただいま申し上げました学校経

営のための法律相談事業などを通じて対応事例

を収集しますとともに、その手法や取り組みを

蓄積しながら、各学校における対応に生かして

いきたいというふうに考えております。なお、

東京都が「学校問題解決のための手引」という

マニュアルを整備し、東京都のホームページに

アップされているようであります。かなり大部

なものでありますけれども、インターネットを

通じてすぐ見れるものであり、個々の職員にと

っても使い勝手のいいものであると思いますの

で、その情報周知を図ってまいりたいと思いま

す。以上です。

○新見昌安議員 前回の質問では、モンスター

ペアレントという表現で質問したわけですけれ

ども、今回は使いませんでした。このモンスタ

ーペアレントというのは、従来は、一部の親が

学校に対して理不尽な要求を押しつけるといっ

た問題であるという受けとめ方が多かったし、

私自身もそんなふうにとらえていたわけですけ

れども、一方で、学校側の初期の対応に不手際

があったり、保護者の声に十分耳を傾けなかっ

たといったことが原因で、事態が深刻化するケ

ースもあるようであります。先ほどの教育長の

答弁にもありましたけれども、要は子供を立派

に育てていくのが最大の目的でもありますし、

この一点さえ外さなければ、保護者と教師、し

っかりと連携がとれていくのではないかという

ふうに思います。多くの学校でそういった信頼

関係がかたく築かれるということを念願して、

以上で私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩いたしますが、14

時30分から再開いたします。

午後２時17分休憩
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午後２時30分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、民主党宮崎県議団、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 民主党県議

団を代表して、知事の政治姿勢や国、県の予算

を中心に質問をいたします。

昨年８月の衆議院総選挙では、国民の圧倒的

な支持を得て、保守合同以来54年ぶりの政権交

代が実現しました。そして昨年９月16日に新政

権が発足後今日まで、地に足をつけた政権運営

ができるよう、鳩山内閣も民主党も努めてまい

りました。政権がかわることとは、つまり、国

民の貴重な税金を使う権利を得ることであり、

政治のルールが変わることであります。民主党

は、「国民が主役」「生活が第一」との合い言

葉のもとに、第２次補正予算、そして危ぶまれ

ました新年度予算も無事編成作業を終え、年明

けから予算審議を行っております。この間、国

も地方も半年間に２度の新政権の予算審議にか

かわることになります。

一方、選挙直後に本県の国会議員が、いみじ

くも「大政奉還」という言葉を使って政権交代

を評しましたが、江戸時代から明治への橋渡し

は、江戸城の無血入城こそありましたが、その

底流では、多くの人命や流血があった後、国家

体制が変わっております。今日、アメリカやヨ

ーロッパ諸国では、選挙という民主的な方法に

よって、いとも簡単に政権の交代が大統領選挙

等によって行われております。私ども日本は議

院内閣制でありますから、多数の議席、308議席

をとった民主党が鳩山内閣を組閣するに至りま

した。まだ鳩山内閣は歩き始めたばかりであり

ますが、今後の政治状況は、まず予算の年度内

成立、次は沖縄の普天間基地の移設問題の解

消、そして参議院選挙に突入していくわけであ

ります。

私ども民主党県議団は３名であり、政権与党

として采配を振るうには余りにも力量不足であ

りますが、幸いにも国会議員は、現在無所属で

はありますが、１区の川村秀三郎議員、２区は

比例区当選の道休誠一郎議員、そして参議院議

員は外山斎議員、この１月から横峯良郎議員

と、４名の国会議員を擁する県連となりまし

た。昨年末、政権交代で、何かと県執行部を初

め県内の行政関係の皆様には、革命に近いよう

な改革、改革で大変御迷惑をかけてきたところ

でありますが、国と地方一体となって、選挙で

お約束したマニフェストの実現に向けて邁進し

てまいりますので、今後の御理解と御協力をお

願いいたしまして、質問に入ります。

まずは、知事の２期目の去就と無投票選挙発

言についてであります。知事は１月８日の記者

会見で、当面の課題を雇用創出と企業誘致とし

て、「残る１年全力を尽くしたい」と述べて任

期を全うする考えを示されました。そして、今

日まで、みずからの２期目については態度をは

っきり表明されておりません。次期知事選につ

いては、「態度表明のタイミングは２～５カ月

前が一般的」と明言を避けておられます。一方

では、「仮に次の知事選にだれかが立候補し

て、無投票で選挙がなければ経費が５～６億浮

く。過去、どんな選挙にも候補者を出している

共産党さんに期待したい」と述べたと報じられ

ています。これを受けて県共産党は、「仮定の

話でも、民主主義の根幹をなす選挙に財源論を

持ち出すのは不見識きわまりない暴論だ」と反

発しているようです。そこで、次期知事選に向

けての知事の考えと無投票選挙に対する考え
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を、改めて伺います。

次は、基地問題に関して伺います。沖縄の米

軍基地や訓練に関する12月28日の共同通信社の

全国知事に対するアンケートでは、本県など15

道県において「負担軽減が必要」と答え、答え

の内容が、訓練や施設の受け入れを今以上に

「十分可能」「条件が整えば可能」とする都道

府県はないことがわかりました。沖縄の負担軽

減を「必要」としたのは、北海道、神奈川、佐

賀などで、ほとんどが米軍の基地や施設がある

か訓練が行われている道県であり、「沖縄以外

の都道府県も施設・訓練を受け入れるべきだ」

と明確に答えたのは、静岡、大分、宮崎の３県

です。青森などは「整理縮小」を挙げ、米軍施

設や訓練の新たな受け入れについて、富山、鳥

取、徳島、愛媛、高知などは、「適地がない」

などと答えています。また、普天間飛行場の移

設には政府の姿勢を問う声もあり、佐賀県の古

川知事は、「普天間飛行場がこのまま残ること

だけは避けるよう政府の努力に期待する」、本

県の東国原知事も、「政府の責任で明確な方針

を提示して解決すべき」としています。

その後、名護市長選で辺野古移設反対派が勝

利したことで、与党の普天間飛行場の移転先探

しが本格化しております。そして、その照準は

九州だと言われております。新たな移設候補地

として鹿児島の徳之島が浮上し、長崎の海上自

衛隊の大村基地や陸上自衛隊の相浦駐屯地も取

り上げられています。また、大分県の陸上自衛

隊日出生台演習場や山口県の米軍岩国基地も名

前は挙がったようですが、地元首長の拒否反応

は強いようです。本県の新田原基地でも、既に

米軍嘉手納基地などとの共同訓練が行われ、新

年度には大型機対応の滑走路や200人規模の米兵

宿泊施設工事が本格化する時期を迎えていま

す。そこで、東国原知事に改めてこの問題に対

する基本姿勢を伺います。

次は、地方分権の推進について伺います。鳩

山内閣が目指している国の姿は地域主権であ

り、ことしは地方分権改革を一層進め、地域主

権も確かなものにしていく方向のようでありま

す。分権改革の舞台は大きく変わり、これまで

の分権改革を担ってきた地方分権改革推進委員

会は、昨年11月に第４次勧告を提出し、その役

目を終えております。今後の分権論議は、鳩山

首相を議長に、関係閣僚と有識者で構成する地

域主権戦略会議に引き継がれました。過去の分

権論議で中途半端に終わった地方税財源や国の

出先機関改革などを十分に議論する必要があり

ます。地方分権改革は今後、全国知事会など地

方六団体が要望してきた「国と地方の協議の

場」も法制化されることになりました。そし

て、厳しさを増す自治体の財政や地域経済の疲

弊、地方の過疎化など、地域の課題は山積して

いますが、これらを克服し、住民みずからが、

自分たちの住む地域の将来に希望が持てる具体

策を練り上げていかなければならないと言われ

ております。

このような中、１月23日には共同通信社のア

ンケート結果が示されております。地域主権を

掲げる鳩山政権が地方分権に取り組む姿勢を示

した地方分権改革推進計画に対する答えとし

て、「評価する」とした都道府県知事は19人に

とどまり、逆に「評価しない」が７知事、「ど

ちらでもない」が21知事でありました。地方予

算の自由度を高めるため、2010年度に政府が創

設する社会資本整備総合交付金、総額２兆2,000

億円を「評価する」としたのは９知事だけで、

あとは三角印ないしは無意見であり、分権政策

への支持は広がっていないとの指摘でありま
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す。また、鳩山政権の地方政策には、18人の知

事が、「一定の評価」も含め「評価する」とし

ています。「評価しない」は香川県だけで、残

り28知事は「どちらでもない」としています。

これは、2010年度予算での地方交付税１兆1,000

億円増額など財政面の配慮が主な理由と見られ

ています。以前に比べて「どちらでもない」が

多く、判断に迷いますが、私は、分権改革にと

って余り好ましいことではないのではと危惧し

ております。今後は、知事会の側も焦点を絞っ

て議論を進め、はっきりと主張して分権改革の

テンポを速めることが望ましいのではないかと

考えるのでありますが、知事は、今後どのよう

なことが必要で、どうすべきとお考えか伺いま

す。

次は、入札制度の改革であります。入札制度

の改革は、前知事逮捕という異常事態の中で進

められ、当初は、事件の反省から、指名競争入

札廃止など県発注工事の改革に着手しました。

事件発覚後の2006年度の落札率93.4％が、新知

事就任後の08年度は84.1％、09年度（12月末ま

で）は88.4％であります。業者の反発などで最

低制限価格を引き上げたのが要因と見られ、ま

だ改革途上だとのマスコミ評価もあります。今

回は経済・雇用緊急対策として１年間の期限を

切るにしても、最低制限価格85～90％を見直

し、おおむね90％とすることが提案されており

ますが、これは５％アップの90～95％に修正す

ることに等しく、朝令暮改の感は免れません。

改革以前の状態に戻ったとの批判も許すことに

なります。私も、景気対策や建設産業対策を否

定するものではありません。過去にも生活関連

枠等と称して、経済対策の事業を計上してきま

した。本来からすれば、制度の改定は別にし

て、10億円でも20億円でも景気・経済対策とし

て掲げることが好ましかったと思うのですが、

今回改定の背景と根拠をいま一度、知事に御説

明願います。

次に進みます。県は、現行の長期総合計画に

かわる2011年度以降の新たな計画の策定作業を

進めております。その中で最も力点を置いてい

るのが、人口減少・少子高齢化社会への対応だ

と言われております。国においては、過疎法を

６年延長の方向にありますし、過疎債の財政支

援の対象も、これまで市町村道や下水道処理施

設だけに限られていましたが、今回の法案は、

医師の確保や日常的な交通手段の確保、集落活

性化等のソフト事業の展開、認定こども園の整

備、図書館の整備、自然エネルギーを利用する

施設整備などに拡大される方向にあります。ま

た、本県の場合、20年後を予測した人口構造等

も前提としておりますが、2030年の人口は96万

人との予測も出されておるわけであります。既

存の制度や発想で過疎や限界集落に歯どめがか

かるのか、多くの県民が危機感を持っていま

す。今後の過疎対策や中山間地域対策に取り組

む知事の姿勢を伺います。

以上で壇上からの質問を終え、後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

次期知事選についてであります。私は、県民

の皆様とのお約束であるマニフェストの達成に

向けて、そしてまた、経済・雇用対策などさま

ざまな重要課題の解決に向けて、一日一日全身

全霊を傾けて県政運営に取り組んでいるところ

であります。したがいまして、１期目を終えた

後の出処進退につきましては、今後、県民の皆

様、県議会の皆様などから幅広く御意見をお聞

きしながら、私自身熟慮を重ねた上で、一般的
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には任期満了の２～５カ月前に出処進退の表明

がなされているようですので、私もこうした時

期を目途に態度を明らかにしたいと考えている

ところであります。

また、先月の記者会見における発言について

でありますが、さきの発言は、「民主主義の確

保は大前提でありますが」とお断りした上で、

知事選挙にどれくらいの費用がかかるかを知ら

ない県民の方々が意外に多いことから、仮に無

投票となった場合の一つの例として申し上げた

ものであります。決して無投票選挙を望んでの

発言ではございませんので、御理解いただけれ

ばと思っております。

続きまして、在日米軍基地の移転についてで

あります。在日米軍普天間基地の移設問題は、

沖縄県の負担軽減を図る観点から、国民全体で

広く議論すべき事項と考えますが、我が国の安

全保障に係る事案であり、国が主体的に方針を

示して解決を図るべき問題であると認識してお

ります。御質問にありました本県の新田原基地

につきましては、周辺自治体が地域住民と意見

交換を重ねて、米軍再編に伴う移転訓練等を受

け入れているところであり、基地周辺の生活環

境への影響は既に大きなものとなっておりま

す。私は知事として県民の生命や財産を守る責

務がありますので、地元の負担や不安の軽減に

ついて、機会あるごとに、国に対して申し入れ

を行っているところであり、今後とも、地元自

治体と十分連携をとりながら、地域の安全・安

心の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、地方分権についてであります。全国知

事のアンケート等々の結果を議員はお示しにな

りましたが、本県の場合、つまり私の答えはど

ういったものであったかというのをお示しいた

だければと思っております。

御案内のとおり、政府が進める地域主権改革

については、昨年12月に開催された地域主権戦

略会議において、原口総務大臣が作成された工

程表が示されており、今後、この工程表に沿っ

た改革が進められるものと認識しております。

全国知事会では、このような政府の動きに対し

て、地方分権推進特別委員会で検討を進めると

ともに、昨年10月に発足した９つのプロジェク

トチームにおいても、国と地方の協議の場や国

の出先機関見直し、直轄負担金、一括交付金、

社会資本整備などについて、具体的な検討を行

っているところであります。私は、このＰＴの

一括交付金と社会資本整備のチームに参加して

おりますが、先日開催された一括交付金ＰＴに

おいては、本県独自の制度設計案を提案させて

いただき、また社会資本ＰＴでは、インフラ整

備がおくれた地域に配慮した仕組みづくりの必

要性を訴えているところであります。真の地方

分権、地域主権改革を着実かつスピーディーに

進めていくためには、個別の課題について、政

府としての考え方を具体的に示していただき、

地方側としても積極的に提案を行い、それらを

もとに、率直で具体性のある議論を進めていく

ことが必要だと考えております。

次に、公共事業における経済・雇用緊急対策

についてであります。公共事業における経済・

雇用緊急対策につきましては、昨年４月から、

最低制限価格の引き上げを初め、入札手続の短

縮等による早期発注など、さまざまな対策を実

施しているところであります。しかしながら、

引き上げ後においても、最低制限価格付近に応

札が集中する状況が続いております。また、建

設産業の倒産件数は本県全体の約半数を占めて

おり、さらに、国において公共事業関係費が大
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幅な削減方向にあるなど、建設産業を取り巻く

経営環境は今後一段と厳しい状況に陥ることが

危惧されております。このため、地域の経済、

雇用等を担う建設産業のさらなる支援を行うこ

ととし、今回、さらなる最低制限価格の見直し

を含め早急に対応すべきと考え、３月から実施

することとしたところであります。

なお、今回の見直しにつきましては、県議会

を初め幅広い御意見も踏まえて判断したところ

であります。今回の対策とともに、今議会で提

案しております補正予算、新年度当初予算での

事業費の確保等の取り組みにより、建設産業の

健全な経営に資することを期待するところであ

ります。

続きまして、過疎及び中山間地域対策につい

てであります。高齢化や人口減少が進む中で、

地域の活力が低下し、地域によっては維持・存

続が危ぶまれる集落も見られるなど、中山間地

域は大きな課題を抱えていると認識しておりま

す。このようなことから、昨年度より中山間地

域対策を重点施策の一つに位置づけ、元気な集

落づくりに取り組む「いきいき集落」への支援

や、中山間地域町村への県職員の派遣など、新

たな発想による施策に取り組んできたところで

あります。さらに、来年度からは、中山間・地

域対策室を「課」に昇格させるなど体制の強化

を図ることとしております。

私は、中山間地域の維持・活性化を図るため

には、地域住民の方々の主体的な取り組みを促

進することが基本であり、それをしっかりとサ

ポートするとともに、都市との交流や移住の促

進、広域的連携による産業の振興など、地域特

性を生かしたさまざまな施策を総合的に展開す

ることが重要であると考えております。また、

「過疎地域自立促進特別措置法」の改正法案で

は、法期限が平成28年３月末まで延長されると

ともに、地域医療や生活交通の確保等のソフト

事業を過疎対策事業債の対象とする等の拡充が

図られていることから、これらの制度を有効に

活用しながら、国、市町村と一体となって、過

疎及び中山間地域対策に取り組んでまいりたい

と考えております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 お答えいただいた政治姿勢の

中の入札制度改革について、知事の御認識をも

う一度聞きたいと思っております。知事は、入

札制度の改革はもう完了したというふうに思っ

ておられるのか。経済対策と入札制度改革の終

息が、私どもから見るとはっきりしないという

気がするわけであります。本来であれば、昨年

４月から実施した経済・雇用緊急対策の５％の

入札率アップを検証して、次に進むべきではな

いかと思っておったわけでありますが、いち早

く、今回また５％程度上げる方向ということで

あります。この検証をどのようにされたか、お

尋ねをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の厳しい経済・

雇用情勢、特に建設業における倒産件数の状

況、公共事業関係費が大幅な削減方向にあるこ

となど、極めて厳しい状況を踏まえ、また本県

の入札状況の分析や、九州各県等の状況、国の

動向などに加え、地域の経済と雇用を支える建

設産業の重要性、さらには、これまでの県議会

での議論を初めとした幅広い御意見等を総合的

に勘案し、判断したところであります。

○権藤梅義議員 私がお聞きしておるポイント

というのは―予算の見積もりと最低価格等の

関係を、景気対策ということで５％上げるとい

うことが行われたわけでありますが、それを検

証して今度の90％程度というものに進んだ部分

が、検証ができにくいのかなというふうにも思
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っております。

次に質問しますが、知事がマニフェストに掲

げた入札制度改革の中で、私が２年前に質問し

たときに「マニフェストそのものではない」と

いうふうにかわされたんでありますが、そのマ

ニフェストの説明の中で、落札率が下がること

によって78～80億前後、余剰が出てくるだろう

と、それを再投資できるというふうに説明され

ているんですけれども、この点についてはどん

なふうに御説明をされるのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 入札の結果、予算に

残額が生じた場合は、道路、河川等必要な社会

資本整備の再投資に活用しているところであり

ますが、御質問にありますように、落札率が上

がれば、その分、再投資に回る予算が減少する

ことにはなります。しかしながら、現在は、社

会資本整備の担い手であり、かつ地域の経済、

雇用の担い手でもある建設産業そのものの経営

環境が、世界的な景気の後退、国の公共事業関

係費の大幅な削減方向など、当時予想もしない

ような厳しい状況となっております。また、本

県の入札においては、最低制限価格付近に応札

が集中する状況が続き、建設産業の健全な経営

に影響を及ぼし、ひいては今後の公共工事の品

質低下につながるリスクの増大が懸念されるこ

とから、今回の対策を講じることとしたところ

であります。

○権藤梅義議員 前知事の裁判が確定していな

い今日に、こんな議論は余りしたくないのであ

りますが、落札率の引き上げというのは、もち

ろん、県土整備部を中心としたところと、工事

をやっていく業者との関係もあるわけでありま

すけれども、やはり税金でありますから、納税

者である県民、そして工事が完成した後はユー

ザーである県民にも、この制度の変更等につい

ては十分納得してもらうことが必要ではないか

と、私は思っておるわけであります。生活関連

の工事というものが過去に30億とか入ったこと

があるわけですが、今回はそういう議論はなか

ったのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県では、極めて厳

しい経済・雇用情勢に対応するため、昨年１月

からこれまでに、経済対策として275億円に上る

公共事業費を措置してきたところであります

が、国において公共事業関係費の大幅な削減方

向が示されるなど、建設産業を取り巻く経営環

境は今後一段と厳しい状況に陥ることが懸念さ

れます。このため、今議会の平成21年度補正予

算においても、国の新たな交付金を活用した、

きめ細かなインフラ整備などを実施することと

し、県単公共事業で35億円、地方道路交付金事

業で22億円を措置することとしたところであり

ます。これらの補正に当初予算を加味いたしま

すと、一定規模の事業量を確保できたと考えて

おるところであります。

○権藤梅義議員 昨年秋に九州の建設業の大会

がありまして、私、その幹部の方とちょっとお

話をして、宮崎の実情を聞かれまして、「85

～90％に戻しました」という説明をしたわけで

ありますが、その方は、「90％になれば食って

いけないことはないだろうな」というようなこ

とを言っておられました。先ほど知事もちょっ

と触れられましたが、県の対象とする工事額が

仮に500億としますと、２％、３％ということに

なると10億、15億ということになるわけであり

ますが、やはり工事量が少ない。ランクが上か

らおりてきて指名に参画をするプール制、こう

いうものも提案されておりますが、私は、やは

り10億でも15億でも件名として予算を組むべき

じゃないか、そういう考えがあるわけでござい
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ます。生活関連枠ということでとらえるとして

も、いろいろとらえ方があって、なかなか議論

が行き着きませんが、ぜひパイをふやして参加

業者をふやすという角度からの今後の検討をお

願いしたいと思っております。

次は、国の新年度予算です。

鳩山政権は、昨年末12月25日に、2010年度の

政府予算案を閣議決定しましたが、その規模は

一般会計で92兆2,992億円余を計上しました。歳

入ベースで、一般会計の税収は2009年度当初予

算比18.9％減の37兆3,960億円、法人税も５

兆9,530億円と大幅低迷が続き、所得税も雇用環

境の悪化で減少予測となっております。減税も

しかりでございます。歳出ベースでは、「コン

クリートから人へ」ということを掲げまして、

公共事業の削減率を18.3％とする一方、社会保

障費は手厚く、昨日からお話が繰り返されてお

ります子ども手当も２兆2,554億円、診療報酬の

アップや救急医療を担う中核的な病院の医療費

増など、予算比率の51％と大変大きな増加要因

になっておるわけでございます。税外収入につ

きましては、埋蔵金とかいろいろ言われます

が、10兆6,002億円を確保して、何とか今回の予

算をつくり上げた。しかし、新規国債の発行額

は33.1％増で、当初予算ベースで過去最高の44

兆3,030億円となりまして、2009年度に続き国債

発行額が税収を上回る、異常事態の予算となっ

ております。構造的には大変問題も多く抱えた

予算案でありますが、現在のところ、年度内成

立の方向で国会審議は進んでおります。

そこで知事にお尋ねしますが、本県予算編成

との関係で、地方交付税の交付が全国枠で１

兆1,000億円増額されております。本県予算の予

算編成には随分と貢献したというふうに私は考

えるわけでありますが、その額と貢献の評価を

伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成22年度の地方財

政対策につきましては、過去最大の地方の財源

不足が見込まれたことから、単年度の措置とし

て、別枠での加算等のほか、国と地方の折半に

よる補てん措置が講じられ、地方交付税の総額

は1.1兆円の増、また、臨時財政対策債と合わせ

た実質的な地方交付税というのは、3.6兆円の増

とされたところであります。この増加が本県に

どの程度寄与するかにつきましては、毎年度、

夏に行われる普通交付税の決定において明確に

なるところでありますが、当初予算において

は、国から示された伸び率等を参考といたしま

して、地方交付税で58億円余、3.5％増、臨時財

政対策債で89億円余、18.9％増と見込み、計上

したところであります。こうした地方財政対策

を踏まえるとともに、財政改革の着実な推進の

観点から、さらなる歳出の削減や歳入の確保に

努めまして、重点施策及び県政の直面する重要

課題に対応した当初予算を編成することができ

たものと考えております。

○権藤梅義議員 次は、子ども手当の創設等に

ついて。いろいろ地方としては迷惑がかかった

という認識があるかと思って、予定をしており

ましたが、これは割愛をさせていただきます。

それから、全国枠で4,200人の教職員の定数改

善、住宅用太陽光発電システムへの補助枠401億

円、木質バイオマスに関する補助枠の設定、ま

た、公共事業が18.3％と大幅にカットされたこ

とに関しまして、東九州自動車道の県南ルート

のおくれ、国道220号の防災改良事業、細島港の

大型岸壁整備事業、ダム事業や農道整備等、プ

ラス・マイナス両方ありますが、これらについ

て知事の評価と問題に対する今後の対応を伺い

ます。
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○知事（東国原英夫君） 平成22年度につきま

しては、現在の総合計画や行財政改革大綱2007

の最後の年であり、これまでの取り組みを次の

ステップへつなげていく重要な時期であります

ことから、昨年10月に平成22年度の県政運営に

係る基本方針を定め、雇用の回復など緊急的な

課題とともに、人口減少社会の到来などの将来

的な課題に対応するため、６つの重要施策を掲

げ、積極的に推進することとしております。御

指摘のありました、教職員の充実や新エネルギ

ー関係については、まさに重点施策に掲げる

「子育て支援と人材育成」や「低炭素社会の実

現」の推進に寄与するものであると認識してお

ります。一方、公共事業につきましては、御指

摘のとおり、新政権により国の予算枠は大幅な

削減となっておりますが、本県の産業振興や地

域活力の向上のためには、インフラ整備が不可

欠でありますので、当初予算におきましては、

削減の影響は踏まえつつも、必要な事業量の確

保に向けた予算額を計上したところでありま

す。

○権藤梅義議員 公共事業の大幅なカットによ

って、私どもも地方の議員という立場から、党

に対して、もう少し理解をしてほしいな、こう

いう気持ちはたくさん持っております。「コン

クリートから人へ」と幾ら言っても、日本国じ

ゅうが一緒ではないわけでありまして、そうい

う意味で、地方はもっとコンクリートの必要性

というものを訴えていかなければいけないのか

なと考えております。そういう意味から、今後

については、知事も先ほど地方分権のところで

言われましたけれども、プロジェクトチームを

つくって社会資本整備の部会で議論を深めてい

くということであります。私どもも、地域は地

域なりに地域の実情を、よく歩いて研究する、

そして問題を正確に国に上げていく。そういう

中には、地方としての議論を積み重ねて、説得

力のある―党を説得する、内閣を説得するん

じゃなくて、国民の側からも、都市の側から

も、地方の側から見ても納得できるような基準

や手続が今、不足しているのではないか、そう

いうふうに思うわけであります。

また、一昨日は、市長会とか町村長会から

も、陳情のあり方等について要望をいただきま

した。私どもとしては、大臣が陳情を受けられ

なくても、副大臣は受けられるわけであります

から、そういったものも今、要望のあったとこ

ろについては一生懸命やっているわけでありま

す。こういったことは、知事も努力をしていた

だきますし、私どもも努力をしなきゃいかん

し、地方として同じ方向でありますから、今後

つくり上げていかなければいけないのではない

かと、説得力のある制度や基準というものを考

えておるわけでありますが、知事の御見解を伺

いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 高速道路関係等の予

算につきましては、特に北海道、青森、長野、

鳥取、京都、佐賀は15～20％ふえているわけで

ございます。ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

私も、全国的に見て明らかに立ちおくれてい

る高速道路を初めとする道路網や、産業振興を

支える港湾整備、さらには土地改良事業など、

本県においてインフラ整備は重要かつ不可欠な

ものであり、全国一律に語られるべきものでは

ないと考えております。県民の生活や産業を支

えるインフラ整備は県民共通の願いであります

ので、私といたしましても、今後とも県議会議

員の皆様や国会議員の皆様、県内市町村の方々

と幅広い連携のもと、一丸となって本県の現状
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を訴え、その実現に向けて努力してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

○権藤梅義議員 恐縮します。

次に進みます。県の新年度予算は、一般会計

で5,772億円余の総額となり、「ひかり輝く宮崎

の未来へ～県民総力結集予算」と位置づけて、

今議会に提案をされております。政権交代によ

って、大変予算編成上御迷惑をかけたという点

では、皆様方の御努力に心から敬意を表すると

ころでございます。

それでは、予算の内容について幾つか総括的

に質問をいたしますが、景気や雇用の悪化が続

く中、税収不足や経費の節減等に努めてこられ

たものと思いますが、その中でも財政改革の着

実な実行を第一に唱え編成したとの知事の説明

がありましたが、本予算案に織り込まれた財政

改革の効果や内容をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 計画期間の最終年度

となります平成22年度は、財政改革プログラム

の着実な実行を図るため、引き続き、人件費の

削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の

徹底した見直しを着実に行うとともに、財源確

保対策等の取り組みを推進し、多額の収支不足

額の圧縮を図ったところであります。一方で、

事務事業見直しにより捻出した財源等の一部を

活用して、新規事業119件、104億円程度、改善

事業70件、26億円程度を措置するなど、県政の

重要施策を積極的に推進するための予算を盛り

込んだところであります。

○権藤梅義議員 予算の説明を読んでいきます

と、緊急課題への対応ということについては、

「将来的な課題への対応」とか「新たな産業の

展開」「子育て支援と人材の育成」等、いろい

ろ重点事業の必要性や概要が述べてございま

す。私どもも読みながらまた考えさせられる点

もありますが、こういった事業の展開、それか

ら新規事業で計上した多くの事業の中で特に特

徴的なものについて、お尋ねをしたいと思いま

す。

また、財政の健全化や経費の節減、積立金等

の増減等、知事就任から４年間の努力目標を掲

げてきて実績があるわけでありますが、その目

標と結果がどのようになっているのか、一括し

てお尋ねをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成22年度新規事業

の主なものといたしましては、雇用対策、特に

新規学卒者向けとしまして、民間の企画提案に

よって事業を展開する「新規学校卒業者等雇用

創出・人材育成事業」や、国の訓練事業との連

携を図る「新規学卒者等就職支援事業」、地域

医療の再生といたしまして、医師の養成・確保

を図る新たな取り組みであります「宮崎大学

「地域医療学講座（仮称）」運営支援事業」や

「ドクターヘリ導入促進事業」、中山間地域の

活性化対策といたしまして、集落から企画提案

される事業へ補助する「「いきいき集落」活性

化推進事業」や、関係部局が連携して新たな視

点から対策を行う「鳥獣被害対策プロジェク

ト」、人材育成としましては、中学校生活の基

礎づくりに取り組む「中学校１年生少人数学級

推進事業」、低炭素社会の実現に向けた取り組

みといたしましては、電気自動車と太陽光発電

の連携を図る「みやざきＥＶ―ＰＶ構想推進事

業」や、国が創設しました温室効果ガス排出削

減吸収量をクレジットとして認証するＪ―ＶＥ

Ｒ制度を活用する「森林資源活用温暖化対策推

進事業」といった事業が特徴的ではないかと考

えております。

また、私が就任して策定した「宮崎県行財政
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改革大綱2007」の財政改革プログラムには、２

つの見直し目標を掲げ、持続的に健全性が確保

される財政構造への転換に向けた取り組みを推

進しているところであります。その進捗につき

ましては、執行段階での経費節約等の取り組み

まで考慮すべきでありますので、平成20年度の

決算までの状況で申し上げますと、２つの見直

し目標のうち、目標１については、４年間の計

画期間累計で一般財源ベース676億円を見直すこ

ととしておりますが、平成19年度と20年度の２

年間の累計で約541億円の見直しを行っていると

ころであります。また、目標２については、18

年度を基準として、単年度で事業費ベース350億

円を見直すこととしておりますが、20年度にお

いては約504億円の見直しを図ったところであり

ます。

○権藤梅義議員 次に進みます。雇用の問題

で、重点施策というふうに掲げまして非常に大

きく扱っているわけでありますが、「雇用の確

保と就業支援」ということで、新規事業の新規

学校卒業者等雇用創出・人材育成事業５億3,000

万円、若年者等正規雇用化促進特別事業3,100万

円、新規学卒者等就職支援事業2,600万円、３つ

の新規事業と基金事業等を組み合わせながら事

業効果を上げていこうとするものであります。

この推進のために「企業立地課」の設置を初

め、組織も改編して取り組まれるということ

で、大変意気込みが伝わってくるわけでありま

す。私はこれを聞いただけでは、本当にうまく

いくのかなという気がいたすわけであります

が、これらの事業のポイントを商工観光労働部

長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） お尋ねの

事業、３つの新規事業がございます。まず、新

規学校卒業者等雇用創出・人材育成事業でござ

いますけれども、未就職卒業者等の雇用の場を

創出するだけでなく、次の雇用へと結びつくよ

うに一定のスキルを習得させるものでございま

して、引き続き委託先の企業や関連企業等での

雇用につながっていくことを期待しているもの

でございます。

次に、若年者等正規雇用化促進特別事業につ

きましては、未就職卒業者を初め就職環境の厳

しい若年者等を、事業主が試行雇用後に正規雇

用した場合に助成金を支給するものでございま

して、国の制度と連動することにより、正規雇

用化がより促進できるものと考えております。

次に、新規学卒者等就職支援事業につきまし

ては、国が民間教育訓練機関等に委託して実施

する基金訓練を受講した未就職卒業者等に対す

る就職支援を行う訓練機関に謝金を支給するも

のでございまして、就職支援体制が強化され、

早期就職が図られるものと考えておるところで

ございます。以上でございます。

○権藤梅義議員 既にマスコミ等で県民の中に

県の政策等が流れて、そういう中での反応とし

て、いかに本格雇用、つまり正社員として採用

してもらえるのか、そういう期待の声が強いの

であります。これはやっぱり、長期的な視野に

立った取り組みが必要ではないかというふうに

思うわけでありますが、一部、今のお答えの中

にもありましたけれども、再度お伺いしたいと

思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の対

策につきましては、経済・雇用情勢の急激な悪

化への緊急的な対応という側面が強いわけでご

ざいまして、今後、安定的な雇用の確保を図る

ためには、長期的な視野に立ち、産業振興等に

努めていくことが何よりも必要であると考えて

おります。このため県といたしましては、諸産
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業の振興、あるいは各産業のニーズに応じた人

材育成等に取り組むとともに、直接的な雇用創

出効果が高い企業誘致等に取り組んできたとこ

ろでございます。今後とも、企業誘致にさらに

取り組むことはもとよりでございますけれど

も、本県産業を支えている食品産業などの地場

企業の事業支援に一層努めてまいりますととも

に、今後、成長産業として期待される新エネル

ギーや医療関連産業等の振興、さらには農商工

連携による新産業の創出等を図り、安定的な雇

用の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 これは実質的には農業分野か

なという感じがしておりますけれども、県が１

年間の給与を肩がわりして新規就農希望者を募

集して縁結びをする「みやざき農業経営力強化

支援事業」というものが、３カ年の計画である

わけであります。これについては、非常に効果

が上がっているというふうに聞いておるわけで

ありますが、その効果と、今年度行う事業が、

例えば昨年度はうまくいったけど、ずっとうま

くいくものなのか、そういったこと等について

農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お尋ねの「み

やざき農業経営力強化支援事業」でございます

けれども、本事業につきましては、依然として

厳しい状況にある雇用情勢を踏まえ、本年４月

に予定しておりました第２回目の公募を前倒し

して実施することとしたところであります。そ

の結果でございますが、72名の新規雇用を行

う43の農業法人等を決定しまして、現在、３月

からの雇用開始に向けて準備を進めておるとこ

ろでございます。この事業は、経営規模の拡大

とか多角化を目指す農業法人等に対して、新規

雇用に要する経費を１年間に限り支援するもの

ではございますけれども、この法人等の決定に

当たりましては、事業終了後も継続的な雇用が

見込まれるものを優先的に採択いたしておりま

すことから、安定的な雇用の創出にもつながる

ものと期待をしているところであります。今後

とも、本事業の取り組みを通じまして、農業法

人等の経営力強化はもとより、新たな雇用の確

保にも努めてまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、米の所得補償の問題で

あります。10アール当たり１万5,000円というよ

うな話も出てまいっておりますし、また米粉等

への転作については10アール当たり８万円、こ

ういうことも言われまして、私どもも、ちゃん

と減反政策がうまくいくのか、あるいは戸別所

得補償制度がうまく乗っていくのかという点も

わかりませんけれども、新年度は、モデル事業

で5,618億円の予算を投入して行うわけでありま

すが、モデル事業とは言いながら、本事業と変

わらないという解釈でよろしいかと思います。

そういう中で、本県の準備作業、あるいは本県

の戸別所得補償での受益といいますか、トータ

ルの金額の試算等ができればお聞きをしたいと

思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） まず、モデル

対策における交付見込み額でございますけれど

も、平成20年度と同様の作付が行われると仮定

して試算をいたしますと、１つが、米の生産費

と販売価格との差額を助成する、いわゆる１

万5,000円の分でございますが、「米戸別所得補

償モデル事業」で約22億円、それから、水田に

おける転作作物の生産に対して助成を行う「水

田利活用自給力向上事業」で約37億円、合わせ

ますと59億円程度の交付が見込まれておりま

す。これらに加えまして、二毛作での取り組み

の強化、あるいは交付単価の高い作物の作付増
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加等により、さらに交付額がふえるんじゃない

かと見込んでおるところであります。

次に、対策の導入に向けての準備作業でござ

います。本県は早期水稲を抱えております。少

しでも早い時期に、対策の内容や県段階の取り

組み方針等を農業者に周知することが大変重要

であります。このため県といたしましては、県

内各市町村、ＪＡ等に対し、昨年12月以降、国

の主催のものも含めて４回の説明会を実施した

ところであります。現在、地域ごとに４月から

の加入申請に向けて説明会等が行われておりま

すけれども、今後とも、事業の円滑な推進に向

けて最善の努力をしてまいりたいと考えており

ます。

○権藤梅義議員 次は、畜産関係の質問であり

ますが、都城等では、多い月は2,000頭を超える

和牛子牛等が取引をされました。現在は、非常

に消費が停滞をしたり、いろんな要素で、一

時50万円以上もした子牛価格が30万円の後半ぐ

らいで推移をしておる、こういう状況にあるわ

けであります。そういう中で、民主党には畜産

の所得補償に向けての構想があるようでありま

すが、基礎となる価格等の条件が２月23日、24

日にかけて提示をされましたけれども、部長に

概括的に23日、24日の内容をお聞きしたいと思

います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 22年度の国の

畜産物価格関連対策でございます。きのう、そ

の内容が公表されたところであります。主な内

容を申し上げますと、まず肉用牛関係でござい

ますけれども、繁殖農家の経営安定を図る「肉

用子牛生産者補給金制度」を補完する制度とい

たしまして、子牛価格が家族労働費の８割水準

（黒毛和種の場合38万円）を下回った場合に差

額の一部を補てんする事業が、新たに創設され

ております。また、肥育農家の経営安定を図

る、いわゆるマル緊事業と補完マル緊事業でご

ざいますが、この２つは一本化され、肥育牛１

頭当たりの全国平均の粗収益が生産費を下回っ

た場合に差額の８割を補てんする新マル緊事業

が創設されております。また、養豚関係につき

ましては、肉豚価格差補てん事業の補てん金の

算定方法が全国一本化されるとともに、生産者

の負担割合が４分の３から２分の１へと軽減を

されております。さらに、酪農関係につきまし

ては、加工原料乳価格が低下した場合の補てん

の継続が決定されております。以上でありま

す。

○権藤梅義議員 一方、民主党においては、米

はもちろんでありますが、畜産部門においても

戸別所得補償制度を導入したいという考えがあ

るようであります。そのために、先ほどのマル

緊と補完マル緊の統合、あるいは60％、80％の

補償比率の問題等も、議論の中であるものと思

います。民主党の考え方としては、今年度行う

モデル事業の米を見ながら23年度以降にやろう

ということのようでありますが、制度はずっと

続けていかなければいけない、戸別補償になら

ないときもスムーズに移っていかなきゃいか

ん。そういう意味で切れ目のない制度が望まれ

るわけでありますが、移行についての考え方を

お伺いしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県といたしま

しては、今回の国における関連対策の取りまと

めに当たりましては、各畜種ごとの対策の充実

強化とか、新たな所得補償制度へのスムーズな

移行となるように、国に対して政策提案を行う

とともに、今議会にも農家負担の軽減等の予算

をお願いするなど、肉用牛や養豚の経営安定に

向けて積極的に対応してきたところでありま
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す。今回決定されました関連対策につきまして

は、先ほど申し上げましたように、１つは、制

度の簡素化が図られておりますし、販売価格と

生産費に着目した補てん制度に組みかえられる

など、23年度に導入が予定されております畜産

版の戸別所得補償制度への移行を見据えた内容

であると理解しております。今後はさらに、本

対策の内容を十分検証しながら、全国有数の畜

産県である本県の実情が十分反映されますよう

に、国に対して積極的に働きかけをしてまいり

たいと考えております。

○権藤梅義議員 要望にかえますが、今、部長

みずからおっしゃいましたように、南九州は畜

産圏ということで、この制度に対する酪農ある

いは畜産農家の関心も非常に高いわけでありま

す。そして、農業新聞等を見ますと、従来の制

度のほうが歴史もあって使い勝手がいいという

ような意味合いのことも言われておりますけれ

ども、戸別所得補償ということになれば、食料

を買う消費者の立場の理解も求められておるわ

けであります。一方では、畜産農家等から前の

制度より悪くなったと余り言われないような情

報提供を、鹿児島県等とも一緒になって……。

国に現場を見てもらうと、そういう意味で私ど

もも訴えてまいりますが、よろしくお願いした

いなと思っております。

次は、地域医療再生計画でありますが、これ

もいろいろ質問が出ておりますので、はしょり

まして、国の支援する基金事業が終了した後の

事業費負担をどのように予測しているかという

点だけをお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画には、基金事業が終了する平成26年度以降

も継続する事業として14事業を想定しており、

このうち県の財政負担を想定しているものは４

事業であります。１つ目は宮崎大学医学部の地

域医療学講座の運営支援、２つ目が同附属病院

におけるドクターヘリの運営支援、３つ目が県

の医師修学資金貸与事業、最後に小児救急医療

電話相談事業であります。現時点で、平成26年

度のこれらの事業に係る負担について試算しま

すと、ドクターヘリの運航等に係る国庫補助金

約8,700万円も含め、約２億6,000万円の財政負

担を想定しているところであります。

なお、この財政負担のあり方につきまして

は、今後、それぞれの事業効果を検証しつつ、

事業継続の観点から、市町村等関係団体に協力

をお願いすることも含めて検討することになる

と考えております。以上でございます。

○権藤梅義議員 駆け足で恐縮ですが、高校の

実質無償化がことし４月から実施される予定で

あります。国の政策として実施されるものでは

ありますけれども、その恩恵は高校生、保護

者、本県に非常に重要な影響があるというふう

に思っております。この制度の対象となる生徒

や学校への普及・ＰＲ、それから、所得によっ

て支援する金額が違っておる、こういうことも

聞いておるわけであります。したがいまして、

県民政策部長に、現状の施行に向けた準備段階

でどういうことをやっているか、あるいは所得

によって12万から24万までということのようで

ありますが、そういったこと等についてお伺い

をしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立学校の高

校生に係る就学支援金でありますけれども、国

の制度創設を受けまして、平成22年度当初予算

案に、対象となる県内の私立高等学校、私立専

修学校の高等課程の生徒分として13億6,362万円

を計上いたしております。この制度の円滑な実

施のために、１月15日に開催された文部科学省
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の都道府県に対する説明会を受けまして、早

速、１月19日に私立高等学校の事務長等を対象

とした説明会を開催いたしております。この中

で、制度の概要とか実施スケジュール等につい

て御説明し、協力をお願いしたところでありま

して、３月５日には、さらに具体的な事務等に

関する説明会を行うことといたしております。

また、生徒・保護者に対しましては、私立高等

学校等から、さまざまな機会をとらえて、制度

の趣旨・内容について周知していただくようお

願いをいたしております。

それと就学支援金の額ですが、先ほど24万と

かいう額をおっしゃいましたけれども、月額で

申し上げますと、一般の生徒の場合は月額9,900

円を予定しておりますが、保護者の年収に応じ

て段階を変えておりまして、一番多い場合で、

年収250万円未満の保護者の場合については月額

１万9,800円、通常の倍の額を最高限度として支

給する予定といたしております。今後とも、私

立高等学校等と連携を図りながら、生徒・保護

者への周知を徹底いたしまして、制度の円滑な

実施に向けて努めてまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 順番が前後しているかもしれ

ませんが、介護職員の処遇改善の交付金申請

が、本県は全国で一番低かった、こういう指摘

があります。一番高いところは山形県の90％、

島根県の88％、岩手、秋田、京都の87％などに

比べると、本県の71％は16～19％低くなってい

る、こういう指摘であります。この制度の趣旨

からいって、処遇改善等がおくれる心配がある

のではないか、そういうふうに思うわけであり

ますが、福祉保健部長の御見解を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護職員処遇

改善交付金につきましては、事業者説明会の開

催や未申請の事業所に直接、申請書と記入要領

を送付するなど申請促進に努めましたが、結果

的に御指摘の申請率となりました。また、申請

しない理由を調査しましたところ、介護職員の

みの処遇改善では職種間の不均衡が発生すると

いうことが最大の理由でしたが、事業の種別、

事業規模などから生じる複合的な要因が、低い

申請率にとどまった原因と考えております。今

後の対応につきましては、22年度の交付金の申

請に先立って、すべての事業所に制度の仕組

み、申請書様式、記入要領を送付し、申請率の

向上を図っているところであります。また、今

回の低い申請率が今後の介護報酬改定等による

介護従事者の処遇改善に悪影響を及ぼさないよ

う、さきに実施した調査の内容を精査の上、国

に情報提供したいと考えております。以上でご

ざいます。

○権藤梅義議員 次に、がん等の終末期医療に

関係して、「宮崎をホスピスに」というプロジ

ェクトがありまして、そこが終末期の自宅での

療養支援で、こういう本をつくったと。私は、

こういうこともマスコミで初めて知ったわけで

ありますが、2,200カ所にアンケートし、200数

十カ所の施設からの回答の要約をして本にして

おるということで、貴重な文献だと言われてお

ります。そこで、福祉保健部長にお尋ねします

が、県は県なりの自宅介護のあり方等をいろい

ろ工夫しておられるんだろうなと思います。そ

のことと、関連しますが、精神科の医者が足り

ないということで、３つの県病院の中で延岡と

日南は指定が解除された、こういう話があるわ

けでありますが、これは患者さんとか治療され

る方にとって実質的な不利益はないのか、その

２点をお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、終末期
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のがん患者さんが、住みなれた家庭や地域で安

心して療養できる体制の整備は、大変重要と考

えております。このため、県におきましては現

在、県内４地域のがん医療圏ごとに在宅緩和ケ

ア推進連絡協議会を設置し、地域がん診療連携

拠点病院を中心に、緩和ケア病棟や在宅療養支

援診療所、訪問看護ステーション、薬局等によ

るネットワーク体制の構築を進めているところ

であります。今後とも、こうした取り組みの中

で、緩和ケアにかかわる医療従事者への研修や

情報提供を進めるとともに、自宅療養も含めた

受け入れ体制の拡充に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、がん診療連携拠点病院の指定について

でございますけれども、このがん診療連携拠点

病院は、質の高いがん医療を提供することがで

きるよう、国が基準を設け指定するものであり

まして、県立延岡病院と県立日南病院は、それ

ぞれ県北と県南のがん医療圏の拠点病院として

指定を受け、地域のがん医療の中核的な役割を

担っているところであります。このたび、国の

指定要件の厳格化に伴い、平成22年３月末で、

県立の２病院が地域がん診療連携拠点病院の指

定から外れますが、今後とも、地域のがん診療

の拠点として、専門的な治療や相談支援等の内

容は維持されますので、県民の方々には安心し

ていただきたいと考えております。以上でござ

います。

○権藤梅義議員 学力テストはもう質問が出ま

したけれども、私が聞いておる範囲では、本県

独自の学力テストも併用しておるというような

ことで、今回、全員のテストであれ、32％程度

の抽出方式であれ、実質的には、本県が続けて

おる学力テストと併用してきているので、抽出

方式になったからといってマイナスとかいうこ

とはないんじゃないかというような意見も聞い

ております。そういった意味で、今回の学力テ

ストが、本県が採用しているものと２つあると

いうことでありますから、私も説明を聞いて安

心はしておるところなんです。その辺の関係

と、もう一つは、もう出たわけですが、県とし

て、今回の学力テストに採点などの経費の補助

とか、そういうものは負担しないというふうに

も聞いたんですが、その２点をお伺いしたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 小学校６年生と中学

校３年生を対象に行われる平成22年度の全国学

力・学習状況調査につきましては、本県では、

公立学校の48％に当たる190校が抽出調査の対象

校となっております。一方で、抽出調査の対象

校とならなかった学校につきましては、すべて

希望利用方式を活用する意向であると聞いてい

るところであります。県の市町村に対する支援

につきましては、ただいま議員の御紹介にござ

いましたように、本県では平成９年度から本県

独自の学力調査を行っておりまして、平成17年

度からは、小学校５年生と中学校２年生を対象

に、すべての小中学校で悉皆調査として実施

し、一人一人の児童生徒の学力の状況を把握す

るとともに、学習状況の改善に努めているとこ

ろであります。このようなことから、国の実施

する希望利用方式により生じる費用につきまし

ては、学校の設置者である市町村の責任におい

て負担をしていただくことが適当であるという

ふうに考えております。

○権藤梅義議員 次は、同じく教育長にお願い

しますが、教員の病気の中で精神疾患の比率が

高いとか多いとか、こういう情報がございま

す。国全体でも、休職者全体が8,578人、精神疾

患が約5,400人、こういうデータがあるわけであ
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りますけれども、本県における精神疾患の実情

と、これに対する対策といいますか、非常に対

応としては難しい面が多いと思いますが、どう

いうことをされているのか、この２点について

お伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年度の場合で

申し上げますと、休職者に占める精神性疾患の

割合は、全国では63％でありますが、本県にお

きましては、95人の休職者に対して精神性疾患

は51人となっており、その割合は、ここ数年５

割を少し上回る状況となっております。このた

め県教育委員会といたしましては、平成20年度

から、学校職員健康づくり総合支援事業に取り

組み、管理職や衛生管理者を対象とした研修会

の開催、メンタルヘルスに関する相談窓口の開

設等により、心の病の予防や早期発見・相談に

努めているところであります。

また、精神性疾患などの病気で休職中の教職

員が円滑に職場に復帰するとともに、再発を防

止するために、平成17年12月から、職場復帰ト

レーニングを導入し、希望者に対して実施して

おります。トレーニングの内容といたしまして

は、所属の学校におきまして、原則４週間の中

で、病気の程度に応じて、同僚との会話とか授

業参観等を通して、少しずつ仕事になれるよう

なものとなっております。これによりまして、

平成20年度は、25人の教職員が職場復帰トレー

ニングを実施し、そのうち17人が職場復帰をい

たしております。このような取り組みによりま

して、今後とも、教職員が安心して働くことが

できる環境づくりを推進してまいりたいと考え

ております。以上です。

○権藤梅義議員 一部出ておりますが、知事

に、オーシャンドームの利用問題についてで

す。表現が悪いんですが、宝は持っておるけれ

ども、なかなか実際に利活用が難しいというよ

うな話でありますし、固定資産税だけでも１億

数千万かかる、こういう問題もあるわけであり

ます。しかし、総投資額その他、当初の目標か

らすると、このままではもったいないと、県民

も私どもも思っております。民間企業になった

ということを考えると、なかなかまた難しい面

もあろうかと思いますが、この再利用の仕方に

ついて、知事にお考えをお聞きします。

○知事（東国原英夫君） オーシャンドーム

は、長さ300メートル、幅100メートル、これ

は、例えばサッカーグラウンドであれば優に２

面もとれるほどの規模でありまして、全国的に

も例を見ない全天候型の施設であることから、

うまく利活用されれば、今後、県の観光振興等

にも大きく貢献する可能性があると考えており

ます。したがいまして、現在、調査チームを立

ち上げまして、広くその利活用策の調査を行っ

ているところであります。今後の県の対応につ

きましては、調査チームの報告が出た段階で、

宮崎市とも協議しながら、別途判断していくこ

とになりますので、今の段階では何とも申し上

げられませんが、私といたしましては、できる

だけ民間企業によって運営していただくことが

望ましいと考えております。

○権藤梅義議員 台湾便の就航復活ということ

については、私どもも非常に喜んでおるわけで

ありますが、どういうふうに休止前と比べて改

善がなされたのかという点においては、会社は

確かにかわりましたが、余り変わっていない点

もあると思います。また、24席も多いというこ

とでありますから、搭乗率70％をキープするの

は大変だと思っておるところであります。そう

は言いながら、私どもとしては、せっかく宮崎

から定期便が飛ぶということでありますから、
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鹿児島、大分等も含めて70％を超えるような事

業展開を期待したいわけであります。非常に簡

潔な質問で恐縮ですが、知事にお答えをお願い

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 台北線はソウル線と

ともに、本県が目指しております東アジアとの

経済・交流拡大を図っていくための基盤となる

ものでありまして、観光誘致のためにも大変重

要な路線であると考えております。今回の運航

スケジュールにつきましては、台湾だけでなく

東南アジア等への乗り継ぎも考慮されておりま

すので、県民の皆様はもちろんのこと、鹿児島

などの隣県の皆様にも路線の利便性や国際線団

体利用補助制度等のＰＲを行い、一層の利用促

進を図ってまいりたいと考えております。さら

に、安定的に利用者を確保するためには、修学

旅行や文化・スポーツ交流の促進、鹿児島県等

とも連携した南九州の観光資源のＰＲなどさま

ざまな取り組みを行い、路線の早期の定着を図

ってまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 最後になります。自殺対策で

ありますが、前年比30名程度減少したというこ

とで、大変評価をしております。質問としては

割愛いたしますけれども、結果がよかった原因

等もなかなかわかりにくいということでありま

すが、気を抜くことなく今後も御尽力いただき

ますようにお願いいたしまして、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時53分散会
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